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オーディオ・ビジュアルの基本的な使いかた
ソースを切り替える

1
2 お好みのソースを選択

選択したソースをお楽しみいただけます。
以降の操作について詳しくは、各ソースの
ページを参照ください。

音量を調整する

1  または 
音量が変わります。

•		 	または	 	を押し続けると、連続
して音量が変化します。
•	ナビゲーションの音声案内の音量について
は、別の操作で調整します（P.69、98）。
•	車両のスマートパーキングアシストシステム
（駐車時に音声で案内する機能）が作動中の
場合、オーディオの音声がミュートされるた
め、音量は調整できません。

表示画面を切り替える
オーディオ・ビジュアルの画面には、各オーディ
オ専用の画面と地図画面の 2種類の表示があり、
オーディオ画面と地図画面は以下の手順で切り替
えることができます。

オーディオ画面に切り替える

1 AV 操作キー

選択したソースのオーディオ画面が表示さ
れます。
※	画面はDVDの場合です。
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 ■ 地図画面に切り替える

1  

地図画面が表示されます。
※	画面はDVDの場合です。

オーディオを OFF ／ ON する

オーディオを OFF にする

1
オーディオがOFFになります。

地図画面からオーディオ機能がOFFになっ
たことを確認できます。

Audio	OFF と表示されます。

•	ソース画面からもOFFできます。	 	
		 		 Audio OFF 	

•	オーディオをOFFにしたときも、ナビゲー
ションの音声案内は出力されます。
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オーディオを ON にする

1
オーディオがONになります。

OFF にする前にお使いになっていたオー
ディオ機能が再生されます。
ONになったオーディオ機能はAV操作キー
で確認できます。

AV操作キーが表示されます。

•	前回とは別のオーディオ機能をONにしたい
場合は、ソース選択画面からONにしたい項
目を選びます。	 	 	 	
	
		 		好みのソースを選択

•	現在、未接続および未挿入のオーディオを
ONにしたい場合、好みのディスクを挿入、
またはUSB/iPod の接続をするとオーディオ
機能がすぐにONになります。

本機で使えるメディアについて

ディスクについて

•	 ディスク内の最大フォルダ・ファイル・トラック数：
フォルダ：255（ルートを含む）
ファイル：512
トラック：1フォルダあたり 255	

 注意
• 下記のディスクは、ディスクに傷が付いたり、

ディスクが取り出せなくなる可能性があるの
で使用しないでください。
・8cmCD
・異形のディスク
・デュアルディスク（Dual	Disc）
・ラベルを貼り付けたディスク

• ディスク面にラベルを貼ったり、鉛筆やペン
などで文字を記入しないでください。

• ディスクは、表面に傷や指紋を付けないよう
に扱ってください。

• セロハンテープやラベルなどの糊がはみ出し
たり、はがした跡があるディスクは使用しな
いでください。そのまま本機に挿入すると、
ディスクが取り出せなくなったり、故障する
原因となることがあります。
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 ■ 再生できる CD
•	 音楽 CD
•	 CD-TEXT ディスク
•	 CD-Extra ディスク	※ただし音楽CDとして
•	 Super	Audio	CD	※ハイブリッドディスクの
CD層のみ
•	 パソコンで、正しいフォーマットで記録された
ディスク※1

•	 音楽 CDレコーダーで録音した音楽用 CD-R、
CD-RWディスク※2

•	 コピーガード付きCD※3

※ 1	アプリケーションソフトの設定や環境によっては
再生できない場合があります。詳しくはアプリケー
ションソフトの発売元にお問い合わせください。

※ 2	正常に再生できないこともあります。また
CD-RWディスクは、ディスク挿入後から再生
まで、通常の CDや CD-R より時間がかかり
ます。

※ 3	再生できないこともあります。

 ■ 再生できない CD
•	 MIX	MODE	CD
•	 CD-DA 以外のディスク（オーバーバーン CD
など）
•	 DTS	CD
•	 ビデオCD
•	 ファイナライズしていないCD-R、CD-RWディ
スク

 ■ 再生できる DVD
本機では市販のDVDビデオ、ご家庭で映像・静
止画を保存されたDVD-VR を再生できます。
DVD-VR を再生する場合は、あらかじめお持ちの
レコーダーでディスクをファイナライズしておく
必要があります。

•	 	のついているディスク
•	 リージョン番号が「2」「ALL」のディスク
•	 DVD-VR

 ■ 再生できない DVD
•	 リージョン番号が「2」「ALL」以外のディスク
•	 パケットライト方式で記録されたディスク
•	 ご家庭でハイビジョン録画したディスク
•	 DVD-RAM
※	ビデオモードで録画・ファイナライズした
DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW は、
機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚
れなどにより再生できない場合があります。

 ■ ディスクの保管場所について
ディスクは次のような場所には保管しないでくだ
さい。
•	 直射日光の当たる場所
•	 湿気やホコリの多い場所
•	 暖房の熱が直接当たる場所
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SD カード／ USB メモリーについて

本機で使えるSDカード／USBメモリー

•	 記録メディア
SD カード、SDHC カード（32GB 以下）、
USBメモリー
※	SDXCメモリーカードには対応していません。

•	 記録フォーマット
SDカード：FAT16、FAT32
USBメモリー：FAT12、FAT16、FAT32

•	 SD カード内の最大フォルダ・ファイル・トラッ
ク数
フォルダ：500
ファイル：8000
トラック：1フォルダあたり 99

•	 USB メモリー内の最大フォルダ・ファイル・ト
ラック数
フォルダ：512
ファイル：8000
トラック：1フォルダあたり 255

•	 拡張子が .MP3、または .WMAのファイル（雑
音や故障の原因となるため、MP3/WMAファ
イル以外には「.MP3」「.WMA」の拡張子をつ
けないでください）
•	 ファイルサイズが 2GB未満のファイル
（ただし、ファイルサイズが 1GBを超えるファ
イルを再生した場合、再生時間の表示が停止す
ることがあります。）

MP3・WMAについて詳しくは、P.230を参照くだ
さい。

利用可能な SD カード

SD カードをご購入の際は、規格に準拠した市販
品をお選びください。
本機でお使いいただける SDカードは以下のとお
りです。
本機では SDカードと互換のない記録メディアに
は対応していません。
•	 SDメモリーカード
•	 SDHCメモリーカード
•	 miniSD カード※

•	 microSDカード※

※	専用のアダプターが必要です。

•	miniSD アダプター、microSDアダプターを
本機内に残さないでください。
•	本機では、DRM（デジタル著作権管理）で
保護されたデータの再生はできません。

SD カードについてのご注意

•	 SD カードを折り曲げたり、落としたりしない
でください。
•	 シンナー・ベンジンなどの有機溶剤で、SDカー
ドを拭かないでください。
•	 書き込み、読み込みなどの使用中は操作パネル
を開けたり、SDカードを本機から抜いたり、
エンジンを切ったりしないでください。
•	 SDカードを本機で使用する際は、パソコンメー
カーおよび周辺機器メーカーが提示する警告・
注意指示もあわせてお読みください。
•	 SD カードは、ダッシュボードの上や直射日光
の当たる場所など、高温になる場所に放置しな
いでください。変形、故障の原因となります。
•	 SD カードの端子部に、手や金属で触れないで
ください。
•	 SDカードの最適化は行わないでください。
•	 操作パネルの開閉動作中や、操作パネルの角度
を調整した状態では、SDカードを取り出さな
いでください。記録したデータが破損、消滅す
ることがあります。
•	 SD カード内の大切なデータは、バックアップ
をとっておくことをおすすめします。
•	 SD カードのロックスイッチを「LOCK」にす
ると、記録・消去ができなくなります。

端子部

ロックスイッチ

SDカード
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ディスクの出し入れ
ディスクは挿入口から出た状態のままにせず、完
全に挿入するかあるいは取り出してください。
振動により抜け落ちたり操作パネルが自動的に閉
まることにより、破損する恐れがあります。

ディスクの記録面（光沢のある面）には触れな
いでください。

ディスクの入れかた

 注意
ディスクを 2 枚重ねて挿入しないでください。
重ねて挿入した場合、2枚のうち 1枚が飛び出
していると、ディスクをパネルで挟み込んでし
まうことがあります。

1  
操作パネルが開きます。

2 ディスクの記録面（光沢のある面）
を下にして、挿入口に差し込む

ディスクが取り込まれ、操作パネルが自動
的に閉じます。しばらくすると、ディスク
の再生がはじまります。

•	 	マークが点灯しているときは、すでにディ
スクがセットされています。セットされた
ディスクを取り出してから、ディスクを挿入
してください。
•	ある程度差し込むと、ディスクは自動的に取
り込まれます。ディスクが取り込まれない場
合は、すでにディスクがセットされています。
ディスクを無理やり挿入せず、セットされた
ディスクを取り出してから、ディスクを挿入
してください。

ディスクの取り出しかた

1  
操作パネルが開きます。

2 本体の  を押して、ディスクを取
り出す

3  
操作パネルが閉まります。

ディスクを取り出さないまま、しばらくすると、
自動的にディスクが取り込まれ、操作パネルが
閉じます。
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SD カードの出し入れ

 注意
SD カードは挿入口から出た状態のままにせず、
完全に挿入するかあるいは取り出してくださ
い。
振動により抜け落ちたり操作パネルが自動的に
閉まることにより、破損する恐れがあります。

SDカードの端子部には触れないでください。

SD カードの入れかた

1  
操作パネルが開きます。

2 SD カードのラベル面を上にして、
挿入口に差し込む

カチッと音がするまで、SDカードを奥に
しっかりと差し込んでください。操作パネ
ルは開けてから一定時間が経過すると自動
的に閉じます。

SDカードが正しく差し込まれていないと、操
作パネルを閉じることはできません。

SD カードの取り出しかた

1  
操作パネルが開きます。

2 SD カードを押す

SDカードが少し飛び出します。

3 SD カードを取り出す

4  
操作パネルが閉まります。

SDカードを取り出すときは、指で SDカード
をしっかりつまんでください。SDカードが飛
び出すおそれがあります。
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オーディオの音質を設定する
オーディオの音質に関する設定を行います。
オーディオOFF時には設定できません。オーディオをONにしてから操作してください。

1     設定     オーディオ

※	は工場出荷時の初期設定です。

設定項目 設定の内容 設定値

Balance/Fader 前後左右のスピーカーの音量バランスを調整する
（P.134）

L5～R5（0※）／R5～F5（0
※）

Loudness 音量の大きさに合わせて、高音と低音を強調する ON／OFF※

グラフィック EQ あらかじめ設定された音質効果メモリーからお好
みの音質を選択する（P.134）
音質効果メモリーを調整することもできます。

B a s s . B ／ H i g h . B ／
Acoustic ／ Impact ／
Smooth ／ Flat ※

〈ユーザーカスタマイズ〉
音質効果メモリーを作成して保存する（P.135）

―

Sound	
Restorer/
Virtual	Bass

圧縮オーディオに対して高音域を補完すること
で、圧縮前の原音に音質を近づける（Sound	
Restorer）
低音域の倍音成分を付加することで重低音を増強
し、豊かな低音再生を可能とする（Virtual	Bass）

ON／OFF※

OFF ※ ／ LOW ／ MID ／
HIGH

Dolby	Volume 〈Dolby	Volume〉
再生ソースによる音量レベル差や、テレビの番組
とCMの音量レベル差、映画のシーンごとの音量
レベル差などを検知し、音量レベルを自動調整す
る（P.136）

OFF ※ ／ LOW ／ MID ／
HIGH

〈Dolby	Volume	Modeler〉
Dolby	Volumeの聴感補正機能を有効にする（P.136）
・Dolby	VolumeがOFFのときは操作できません。

ON／OFF※

車速連動音量 加速すると音量が自動で上昇し、減速すると音量
が自動で下降するように調整する
・レベルの数値が大きいほど、音量の上がる幅が
大きくなります。

OFF ／ LOW ／ MID ※ ／
HIGH
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スピーカーの音量バランスやボーカル
の音量バランスを調整する

1     設定     オーディオ

2 Balance/Fader  または 
Vocal image Control

3 ▲  、 ▼  、 ▲  、 
▲

 をタッチして
設定

•	 初期値に戻す 	をタッチすると、現在選択して
いる調整内容（音量バランス、またはVocal	
image	Control）が初期値に戻ります。
•	Balance/Fader が全体の音量バランスを調
整するのに対し、Vocal	 image	Control は
ステレオ音源の中央に定位するボーカルや主
要な楽器などの成分の音量バランスを調整し
ます。
•	スピーカーの構成や乗車人数などに応じて、
ボーカルの左右のバランスや奥行き感を調整
する際にご使用ください。

音質効果メモリーを選んで設定する

お好みの音質を選んで設定できます。

1     設定     オーディオ

2 グラフィックEQ

3 音質を選択

Bass.B：
重低音の増強
High.B：
中高域の増強
Acoustic：
中域（人の声）の増強
Impact：
低域と高域の増強
Smooth：
しっとりと落ち着いた感じ
Flat：
原音、EQをOFF

設定項目 設定の内容 設定値

Vocal	image	
Control

ボーカルの音量バランスを調整することで、ボー
カルの音像を前後左右に移動する（P.134）

L9 ～ R9（0※）
R9～ F9（0※）

録音設定 Music	Rack の録音設定をする（P.173） 挿入と同時に録音：1 倍速
／挿入と同時に録音：2 倍
速／手動で録音※
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お好みの音質効果を設定する

1     設定     オーディオ

2 グラフィックEQ  

3 User 1  、 User 2  、または 
User 3  

4 調整する

5 音質効果を設定

▲、▼：
低音、中音、高音それぞれの帯域の強弱を
調整します。
Flat：
各帯域の設定を「0」に戻します。

次回からは手順 3で同じ設定を呼び出せます。

Dolby Volume を調整する

 ■ Dolby Volume とは
Dolby	Volume は、あらゆる音楽ソースやシー
ンにおける音量レベル差を自動調整し、音量補正
を行う機能です。Dolby	VolumeをONにすると、
オーディオ信号の聴感上の音量レベルを常時モニ
ター、調整し、音量レベル差を一定の範囲に抑え
て視聴することができます。
音量レベル差は以下のようなケースで起こりま
す。

•	 CDを聴いているときとラジオを聴いていると
きの音量レベル差
•	 TV を見ているときの番組とCMの音量レベル
差、または番組ごとの音量レベル差
•	 DVDなどで映画を見ているときの爆発シーン
など大きな音量のシーンと、静かなシーンとの
音量レベル差

Dolby	Volume を ONにすると、これらのケー
スでも音量操作をすることなく、各ソースを聴こ
えやすい音量レベルで視聴することができます。
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 ■ Dolby Volume のレベルを調整する
Dolby	Volume のレベルを調整することで、「音
量補正」の効果を変化させることができます。
「LOW」→「MID」→「HIGH」の順で、音量補
正の効果が高くなります。

1     設定     オーディオ

2 Dolby Volume

3 ［Dolby Volume］の  ▲   または  

▲

Dolby	Volumeのレベルが調整されます。

•	テレビや DVD などの音量レベル差が大き
いソースを視聴するときは、「MID」または
「HIGH」に設定することをおすすめします。
•	Dolby	Volume は、映像ソース（テレビ、
DVD）とその他のソースで、それぞれ設定
することができます。ソースを切り替えると、
Dolby	Volume もそれぞれの設定値に切り
替わります。

 ■ Dolby Volume Modeler の ON/
OFF を切り替える

Dolby	Volume	Modeler では、Dolby	Volume
の聴感補正機能を設定することができます。
Dolby	Volume	Modeler を ONにすると、オー
ディオソースを小音量で視聴している場合と、大
音量で視聴している場合で知覚的印象が同じにな
るように聴感補正を行います。

1     設定     オーディオ

2 Dolby Volume

3 Dolby Volume Modeler

•	テレビやDVDなどの映像ソースを視聴する
ときは、Dolby	Volume	Modeler を ONに
することをおすすめします。
•	CDなどの音楽ソースを再生するときは、曲
調に合わせてON/OFF を切り替えてくださ
い。曲調に合わない場合は、OFF にしてく
ださい。
•	Dolby	Volume	Modeler が ON のときは、
「Loudness」をOFF にすることをおすすめ
します。また「Loudness」がONのときは、
Dolby	Volume	Modeler を OFF にするこ
とをおすすめします。
•	Dolby	 Volume	Modeler は、Dolby	
VolumeがOFFのときは操作できません。
•	Dolby	Volume	Modeler は、映像ソース（テ
レビ、DVD）とその他のソースで、それぞ
れ設定することができます。ソースを切り替
えると、Dolby	Volume	Modeler もそれぞ
れの設定値に切り替わります。
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ラジオを受信する

AM/FM を切り替える

AMラジオ、FMラジオを切り替えて受信します。

1     FM/AM  
ラジオが受信されます。

2 FM/AM  

タッチするたびに、AMラジオと FMラジ
オが切り替わります。

自宅モードの場合、「AM」→「FM1」→「FM2」
→「AM」…の順で切り替わります。お出かけモー
ドの場合、「AM（お出かけ）」と「FM（お出か
け）」が交互に切り替わります。

自動で放送局を選ぶ

1     FM/AM  

2  または  （1.5 秒以内の
長押し）
受信可能な放送局を検出すると、自動的に
終了しその放送局を受信します。

	または	 	を 1.5 秒以上長押しする
と、周波数が連続して切り替わります。指を離
すと自動で受信可能な放送局を検出し、受信し
ます。

手動で放送局を選ぶ

1     FM/AM  

2  または 
押すごとに周波数が切り替わります。

リストから選局する

登録した放送局を、リストから選局します。

1     FM/AM  

2 目的の放送局を選択
選択した放送局が受信されます。

AV コントロールバーの	 前P.CH 	 ま たは	
次P.CH 	をタッチして、放送局を切り替えるこ
ともできます。

ラジオを聴く
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ラジオの放送局リストを利用する
よく聴く放送局を放送局リストにプリセット（あ
らかじめ周波数を本機に記憶させておくこと）で
きます。放送局リストは、自宅モードに AM/
FM1/FM2 の 3 種類、お出かけモードに AM/
FMの 2種類があります。登録できる放送局は、
それぞれのリストで 6つまでです。

プリセットチャンネルとは
現在走行中のエリアで受信可能な放送局の周波数
を登録できるチャンネルです。何度も周波数を合
わせることなく、ワンタッチでお好みの放送局を
受信できます。
プリセットチャンネルへの登録方法は、手動と自
動の 2種類があります。

プリセットチャンネルリスト
（放送局リスト）

リストに「重複」と表示されるときは

同一周波数内で、異なる放送局名が存在するとき
は、リストに「重複」と表示されます。
「重複」と表示されている放送局を受信中に、そ
のチャンネルリストをタッチすると、表示されて
いる放送局名を切り替えることができます。

受信バンドを活用する
地域によって放送局が異なる場合に、そのエリア
内でのプリセットチャンネルを「自宅」、「お出か
け」にそれぞれ設定することで、受信バンドをワ
ンタッチで切り替えて利用できます。
たとえば東京にお住まいで、よく大阪に出かけられ
る場合は、「自宅」に東京、「お出かけ」に大阪の放
送局を登録しておけば、お出かけ時にもワンタッチ
でお好みの放送局を受信することができます。

1     FM/AM  

2 お出かけ

放送局リストの表示が切り替わります。
お出かけモード選択時には、キーのランプ
が点灯します。自宅モード選択時にはラン
プが消灯します。

リストに自動で登録する（オートプリ
セット）

1     FM/AM  

2 オートプリセット     はい
受信可能な放送局が、現在のプリセットチャ
ンネルに上書き登録されます。

•	本操作中は、放送局を選択できません。終
了するまでお待ちください。中止するには、	
キャンセル 	をタッチします。

•	オートプリセットを途中で停止させた場合、
それまでに受信した放送局は登録されませ
ん。

リストに手動で登録する

1     FM/AM  

2 登録したい放送局を受信

3 登録するチャンネルを、「ピーッ」
という音がするまで長押し

受信中の放送局が、そのチャンネルに上書
き登録されます。
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ラジオの設定をする

受信地域を選択する

受信地域を正しく設定することで、受信中の放送
局名を自動的に表示できます。

走行中は本操作を行えません。

1     FM/AM  

2 設定  

3 地域選択  

4 オート  または地域を選択

受信地域が切り替わります。

•	 オート 	をタッチすると、自車位置に応じた
地域の放送局名を表示します。
•	自宅モードとお出かけモードでそれぞれ地域
を設定できます。

FM 多重放送を表示する

FMラジオ受信時に FM多重放送を受信し、直近
の道路交通情報などを画面に表示させることがで
きます。

1     FM/AM  

2 設定  

3 FM多重放送

FM多重放送が受信されます。

•	AMラジオ受信時には	 FM多重放送 	キーは
表示されません。
•	複数の番組メニューがある場合は「番組番号」
キーが表示されます。見たい番組番号をタッ
チして切り替えてください。
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本機では、地上デジタル放送のテレビをお楽しみいただけます。

アナログ放送終了後の周波数リパックについて

2011 年 7月 24日の地上アナログ放送停波後から、周波数の再編（周波数リパック）が実施されます。
地上デジタル放送については現在13ch～62chが割り当てられていますが、2011年7月24日以降、
13ch ～ 52ch の割り当てに変更になります。53ch 以上の放送は、地上デジタル放送のチャンネル
が切り替わることで視聴ができなくなるため、本機でオートプリセットする必要があります（P.147）。
なお周波数の切り替え時期は地域によって異なります。

なお、平成 23年 3月 11日の東日本大震災により甚大な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県にお
いては、法令上の期限である平成 23年 7月 24日までに地上デジタル放送の受信環境の整備が間に
合わないと見込まれたため、当該地域における地上アナログ放送の周波数の使用の期限を平成 24年
3月 31日までとしていますので、これら地域におけるリパックは、平成 24年 4月 1日から 1年以
内に実施する予定です。

周波数リパックの情報に関しては下記のURL を参照ください。
•	 デジサポのホームページ
http://digisuppo.jp/index.php/repack/
•	 総務省の資料
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/pdf/090403_02_bt.pdf

テレビを見る
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地上デジタル放送とは
地上波のUHF帯を使用したデジタル放送です。高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特長です。本
機では、ワンセグ／ 12セグの地上デジタル放送を楽しめます。

12 セグとワンセグについて

日本の地上デジタル放送は、UHF帯域の電波を使用しており、約 6MHz の帯域を１つのチャンネルとし
て 13個のセグメントと呼ばれる領域に分けて放送する仕組みとなっています。そのうち 12セグメント
を使って高画質・高音質の固定受信向けのHDTV放送（弱階層）を行うサービスを 12セグと呼びます。
ワンセグ放送は、残り 1セグメントを使って携帯や移動体向けの簡易動画放送（強階層）を行うサービ
スです。
ワンセグは 12セグに比べると画質や音質は劣りますが、電波の到達距離は 12セグより長く、送信局か
ら離れた場所でも安定して受信できる特長を備えています。

帯域：6MHz=1チャンネル（13セグメント）

強階層
ワンセグ放送
（携帯受信用）

弱階層
ハイビジョン（HDTV）
放送（固定受信用）

弱階層
ハイビジョン（HDTV）
放送（固定受信用）

マルチチャンネル放送について

地上デジタル放送では、1つの放送局が図のように周波数帯域を 2～ 5に分け、それらを組み合わせる
ことでチャンネルを構成しています。

○○○ch △△△ch ×××ch

プロ野球
（標準テレビ放送）

ドラマ
（標準テレビ放送）

ニュース
（標準テレビ放送）

プロ野球中継
（デジタルハイビジョン放送）

映画
（デジタルハイビジョン放送）

A放送局

6時

7時

8時

上記の例で、6時台は○○○ ch と△△△ ch と××× ch のすべてを使いプロ野球を放送。7時台は○
○○ chでプロ野球、△△△ chでドラマ、××× chでニュースをそれぞれ放送。8時台は、○○○ ch
と△△△ chと××× chのすべてを使い映画を放送、などのような編成ができます。
上記の放送の例では、○○○ chをメインチャンネル、△△△ chと××× ch をサブチャンネルと呼び
ます。
本機はマルチチャンネルに対応しています。
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テレビ放送の受信について
テレビ放送をご覧になるにあたって、以下のような現象が起こることがあります。
車の移動によって、建物や山などの障害物に影響されて電波の強さが変わり、受信状態が悪くなること
があります。
放送エリアから離れると、電波が弱くなり、受信状態が悪くなります。
電車の架線や高圧線、信号機などの外部要因により、画像が乱れたりする場合があります。

建物や塔の陰

放送アンテナ
山や丘の陰

アナログ放送からデジタル放送への移行について
地上アナログ放送は 2011年 7月に終了し、地上デジタル放送へと移行しました。
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テレビを見る前に
テレビを視聴するために必要なmini	B-CAS カー
ドについて説明します。

mini B-CAS カードについて

mini	B-CAS カード（以降、B-CAS カード）は、
デジタル放送番組の著作権保護や有料放送の視聴
などに利用するカードです。
地上デジタル放送では、この B-CAS カードがセッ
トされていないと放送をご覧になれません。
地上デジタル放送を視聴するときは、必ず本機に
B-CAS カードを入れてください。

B-CAS カードは本機に付属のものを使用して
ください。

●	地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権
保護のため、コピー制御信号を加えて放送して
います。その信号を有効に機能させるために
B-CAS カードが必要です。
● 	B-CAS カードを折り曲げたり、濡らしたり、
大きな衝撃を加えたりしないでください。衝撃
などが加わると B-CAS カードが故障するおそ
れがあります。
● 	B-CAS カードの金属端子部は触らないでくだ
さい。金属端子部に触れると B-CAS カードが
故障するおそれがあります。
● 	B-CAS カードを直射日光に当たるところに長
時間放置しないでください。高温により B-CAS
カードが故障するおそれがあります。
● 	B-CAS カードを磁気がある場所に放置しない
でください。
	磁気により B-CAS カードが故障するおそれが
あります。
●	試乗車など、不特定または多数の人の視聴を目
的とした業務用途には使用できません。
※	試乗車の場合は、特別用途向けカードをご使用
ください。

mini B-CAS カードを台紙から取る

B-CAS カードの「使用許諾契約約款」をよくお読
みになり、お客様ご自身でパッケージを開封して
ください。お客様がカードのパッケージを開封し
た時点で、カード台紙に記載の ｢B-CAS カード利
用許諾契約約款｣ を締結したことになります。
B-CAS カードが貼り付けられていた台紙は、大切
に保管しておいてください。B-CAS カスタマーセ
ンターへ問い合わせる際の案内などが記載されて
います。

•	B-CAS カードに関する内容の問い合わせや、
B-CAS カードを紛失された場合は、下記の問
い合わせ先へ連絡してください。	 	
株式会社ビーエス・コンディショナルアクセ
スシステムズ カスタマーセンター  
TEL：0570-000-250（AM10：00 ～
PM8：00）（年中無休）
•	お問い合わせ時に B-CAS カードの ID（識別）
番号が必要となる場合があります。あらかじ
め B-CAS カードの ID番号は控えておいてく
ださい（P.154）。

mini B-CAS カードのセット

•	B-CAS カードの抜き差しは、必ずエンジンを
切った状態で行ってください。
•	故障の原因となりますので、カード挿入口に
B-CAS カード以外のものを挿入しないでくだ
さい。
•	車から離れるときは、必ず操作パネルを閉じ
てください。

1 エンジンを切る

2
操作パネルが開きます。
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3 mini B-CAS カード挿入口のフタを
指先で手前に倒す

4 金属端子部を下にして、mini 
B-CAS カードをカード挿入口に挿
入する

5 mini B-CAS カード挿入口のフタを
閉める

6

•	mini	B-CAS カードを入れる向きを間違えな
いようにしてください。入れる向きを間違え
ると地上デジタル放送を視聴できません。

•	mini	B-CAS カードは必ず奥に突き当たるま
で差し込んでください。奥まで差し込まれて
いないと、操作パネルが閉じなくなり、受信
できません。（カチッと音がするまで差し込
みます。）

•	mini	B-CAS カードを抜く場合は、カードや
本体を傷つけないよう静かに抜いてくださ
い。（指先でカチッと音がするまで押して離
します。その後、指先でカードをしっかりつ
まんで手前に抜き取ります。）

•	mini	B-CAS カード挿入口のフタが開いてい
る状態では、操作パネルは閉じません。
•	操作パネルが閉じた状態で、走行中に B-CAS
挿入口のフタが開くと、自動的に操作パネル
が開くようになっています。

地上デジタル放送の受信について

警告
• 運転者がテレビを見るときは、必ず安全な場

所に停車させてください。
• 本機は安全のため、停車時のみテレビの映像

をご覧いただけます。走行中は、音声のみお
楽しみいただけます。

•	地上デジタル放送を受信するには、受信用ア
ンテナが必要です。
•	本機は地上デジタル 12セグ放送とワンセグ
放送の自動切り替え機能を備えています。12
セグ放送の受信状態が悪化したときに、自動
的にワンセグ放送に切り替えることができま
す（P.151）。
•	地上デジタル放送受信中に音量を調整した場
合、ほかのソース（ラジオ、DVDなどの音源・
映像源）に切り替えて音量を変えても、次回
地上デジタル放送を受信したときに元の音量
で見られます。
•	地上デジタル放送受信時に画像が乱れること
がありますが、故障ではありません。また画
像が一時止まる場合がありますが、デジタル
処理によるもので故障ではありません。
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はじめて使うときは

はじめて地上デジタル放送を見るときは、受信で
きる放送局を探して、本機に記憶（オートプリセッ
ト）させます。

1     Digital TV

2 設定

設定しない 	をタッチすると、テレビ画面
に切り替わります。この場合、放送局の
リスト（プリセットチャンネルリスト）
には何も表示されません。

3 テレビを受信する地域を選択

4 テレビを受信する地域の郵便番号を
入力    決定

5 はい

受信できる放送局を探して、本機に自動登
録します。オートプリセットが終了するま
で、しばらくお待ちください。
オートプリセットが終了すると、テレビ画
面に切り替わります。

次回から
 

  Digital TV 	でテレビ画面
が表示されます。
画面のキーに触れないまま約 8秒が経過す
ると、画面に表示されているキーが消えま
す。再度表示させるには画面をタッチしま
す。

•	手動でキーを消すには、	 戻る 	をタッチしま
す。
•	手順 3、手順 4で「設定しない」を選択して
も、オートプリセットを実行することができ
ます。
•	手順 5で「いいえ」を選択すると、テレビ画
面に切り替わります。この場合、放送局のリ
スト（プリセットチャンネルリスト）には何
も表示されません。
•	受信する地域と郵便番号は、設定画面からも
設定できます（P.153）。

ワンセグ／ 12 セグの自動切替機能に
ついて

本機の地上デジタル TVチューナーは、12 セグ
放送受信時に電波が弱くなった場合、12 セグ放
送からワンセグ放送へ自動的に切り替える機能を
搭載しています。
自動切替機能ON（P.151）時に、12セグ放送視聴中
に受信電波が弱くなると、視聴していたチャンネ
ルのワンセグ放送に自動的に切り替わります。

•	ワンセグ放送の受信感度が悪い場合や 12セ
グ放送で視聴していたチャンネルがワンセ
グ放送にない場合には、自動切替機能は働き
ません。ただし放送局によっては、ワンセグ
放送を行っていないのにワンセグと認識して
データが送信され、自動切替機能が動作する
場合があります。
•	自動切替機能をONに設定していると、手動
でワンセグ放送に切り替えても 12セグ放送
の受信電波が強くなった場合は、12 セグ放
送に切り替わります。
•	放送局によっては、12 セグ放送とワンセグ
放送とで番組が異なる場合があります。
•	自動切替機能OFF時に、12セグ放送受信時
に電波が弱くなった場合は、ワンセグ放送に
切り替わらずに、12 セグ放送の映像が静止
画で表示されます。
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地上デジタル放送の選局をする

テレビ画面から選局する

現在見ている画面から、ほかのチャンネルに切り
替えることができます。

1     Digital TV

2 放送局を選択

選択した放送局に切り替わります。

	または	 	を押して、チャンネルを
切り替えることもできます。

自動で選局する

1     Digital TV

2  または  （長押し）
受信可能な放送局を検出すると、自動的に
終了しその放送局を受信します。

「1セグ /地デジ切替」（P.151）を「自動」に設定
している場合、12セグ放送を優先して受信し
ます。

受信可能な中継局／系列局を探す

走行中に受信状態が悪くなった場合などに、中継
局や系列局を探して切り替えることができます。
はじめに中継局を探し、中継局がなければ系列局
を探します。

1     Digital TV

2 メニュー     系列局サーチ

走行エリア内で、受信状態の良い中継局／
系列局を探索し切り替えます。
異なる地域をまたいで走行する場合は、中
継局／系列局を自動で探し出して受信する
ことができます（P.152）。

•	「1セグ /地デジ切替」（P.151）を「自動」に設
定している場合、12 セグ放送を優先して受
信します。
•	系列局に切り替わった場合、時間帯によって
番組内容が異なることがあります。
•	切り替わった中継局／系列局は、プリセット
チャンネルリストに自動登録されません。
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番組表（EPG）から選局する

見たい番組を番組表から探して選局します。

1     Digital TV

2 メニュー     番組表

3 ▲  、 ▼  、 ▲  、

▲

 で番組を選
択    決定

選択した番組の放送を受信します。
番組表切替：
タッチするたびに、番組表の表示をワンセ
グ／ 12セグに切り替えます。
※	「1セグ /地デジ切替」（P.151）を「自動」に設
定している場合のみ

前日：
翌日以降の番組表を参照中に、前日の番組
表を表示します。
翌日：
翌日の番組表を表示します。
表示切替：
番組表の表示を、メインチャンネルのみ／
全チャンネルに切り替えます。
拡大縮小：
タッチするごとに 4パターンの拡大縮小画
面が表示されます。
更新：
番組表の内容を更新します。

•	番組表は、ほかのソース選択時やオーディオ
パワーOFF時などテレビモードがOFFのと
きには、15分ごとに自動で更新されます。
•	現在の放送時間ではない番組を選択すると、
番組内容が表示されます（P.149）。

チャンネル番号を入力して選局する

12 セグおよびワンセグ放送のメイン／サブチャ
ンネルを直接入力して選局することができます。

1     Digital TV

2 メニュー     設定

3 チャンネル番号入力

4 チャンネル番号を入力    決定

•	3 桁に満たない番号を入力した場合は、	 決定 	
はタッチできません。
•	「1セグ/地デジ切替」（P.151）が「自動」の場合は、
ワンセグ／ 12セグのどちらの 3桁チャンネ
ル番号を入力しても放送局があれば選局され
ます。
•	｢1 セグ固定｣ の場合はワンセグ 3桁チャン
ネル、｢地デジ固定｣の場合は12セグ3桁チャ
ンネル番号のみ選局されます。
•	テレビ画面で見たい番組の放送局をタッチし
て、直接選局することもできます。

地上デジタル放送の放送局リスト
を利用する

よく見る放送局を放送局リストにプリセット（あ
らかじめ放送局を本機に記憶させておくこと）で
きます。放送局リストは、自宅モードとお出かけ
モードの2種類があります。登録できる放送局は、
それぞれのモードで 12個までです。

プリセットチャンネルとは

現在走行中のエリアで受信可能な放送局を登録で
きるチャンネルです。何度もチャンネルを合わせ
ることなく、ワンタッチでお好みの放送局を受信
できます。
プリセットチャンネルへの登録方法は、手動と自
動の 2種類があります。
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プリセットチャンネルリスト
（放送局リスト）

•	プリセットチャンネルに登録される放送局
は、メインチャンネルのみです。サブチャン
ネルを受信中にプリセットチャンネルを登録
しても、そのメインチャンネルが登録されま
す。
•	「1セグ/地デジ切替」（P.151）の設定を変更して、
ワンセグと12セグを切り替えても、プリセッ
トチャンネルリストの表示は変わりません。

受信バンドを活用する

地域によって放送局が異なる場合に、そのエリア
内でのプリセットチャンネルを「自宅」、「お出か
け」にそれぞれ設定することで、受信バンドをワ
ンタッチで切り替えて利用できます。
たとえば東京にお住まいで、よく大阪に出かけら
れる場合は、「自宅」に東京、「お出かけ」に大阪
の放送局を登録しておけば、お出かけ時にもワン
タッチでお好みの放送局を受信することができま
す。
12セグ放送のサブチャンネルを視聴していると
きにバンドを切り替え、再度元のバンドに戻ると、
視聴しているサブチャンネルに戻ります。

1     Digital TV

2 お出かけ

放送局リストの表示が切り替わります。
お出かけモード選択時には、キーのランプ
が点灯します。自宅モード選択時にはラン
プが消灯します。

リストに自動で登録する
（オートプリセット）

1     Digital TV

2 メニュー     オートプリセット

受信可能な放送局が、現在のプリセットチャ
ンネルに上書き登録されます。

•	お出かけモード中で、かつ、お出かけ地域を
設定（P.153）している場合は、手順2の後に「現
在のお出かけ地域設定を考慮しますか？」と
いうメッセージが表示されます。	 はい 	また
は	 いいえ 	をタッチして、オートプリセット
を行います。
•	本操作中は、放送局を選択できません。終了
するまでお待ちください。
•	受信状態によっては、1分ほど処理時間がか
かることがあります。
•	オートプリセット中は、	 キャンセル 	を押して
キャンセルすることができます。
•	オートプリセットを行うと、現在のプリセッ
トチャンネルに上書き登録されます。	 	
以前に手動で登録したプリセットチャンネル
が消去される場合もあります。
•	オートプリセットを途中解除した場合は、プ
リセットチャンネルの内容は書き換わらず、
プリセットチャンネルのうち、オートプリ
セット前に受信していたチャンネルが選局さ
れます。
•	地域設定（P.153）で優先エリアに指定されてい
る地域の番組は、優先的にプリセットチャン
ネルに登録されます。
•	県境などでオートプリセットを実行時、同じ
チャンネルに複数の放送局が重なった場合
は、オートプリセットしたリスト内の未登録
のプリセットチャンネルに割り振られます。
•	空きプリセットチャンネル数により、オート
プリセットした結果が全部は登録できない場
合があります。
•	「1セグ/地デジ切替」（P.151）が「自動」の場合は、
12セグを優先して受信します。「1セグ固定」
または「地デジ固定」の場合は、選択したモー
ドで受信します。
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リストに手動で登録する

1     Digital TV

2 登録したい放送局を受信

3 登録するチャンネルを、「ピ－ッ」
という音がするまで長押し

受信中の放送局が、そのチャンネルに上書
き登録されます。

メイン／サブチャンネルを選局する

受信中のチャンネルにサブチャンネルが存在する
場合、メインチャンネルからサブチャンネルに切
り替えることができます。サブチャンネルが存在
する場合は、画面に「SUB」と表示されます。（12
セグのみ）

1     Digital TV

2 受信中のプリセットチャンネルを選
択

サブチャンネルに切り替わります。

地上デジタル放送の便利な機能を
利用する

番組内容を見る（12 セグ放送のみ）

現在受信中の番組の詳細内容を表示します。

走行中は、本操作を行えません。

1     Digital TV

2 メニュー     番組内容

番組表（EPG）画面（P.147）で現在の放送時間で
はない番組を選択した場合も、番組内容を表示
できます。この場合は、番組内容の概要が表示
されます。

データ放送を利用する（12 セグ放送
のみ）

地上デジタル放送には、映像や音声によるテレビ
放送のほかに、現在地周辺の生活情報やクイズ・
ニュース・天気予報などの便利な情報をお知らせ
するデータ放送があります。

データ放送がない番組の場合、	 d 	をタッチし
てもデータ放送画面は表示されません。

1     Digital TV

2 メニュー     データ放送操作キー呼出
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3 d

データ放送画面が表示されます。
画面を操作する場合は手順 4に進みます。

：
手順 4に進み、画面を操作できます。
d：
データ放送の表示／非表示を切り替えます。
終了：
データ放送の表示を終了し、テレビ画面に
戻ります。

4
画面上に操作キーが表示されます。

青 赤 緑 黄：
画面に表示されている指示にしたがって
タッチします。
0-9：
数字入力メニューに切り替わります。
d：
データ放送の表示／非表示を切り替えます。
移動：
操作キーの位置を画面の左右に移動します。
消す：
操作キーの表示を消します。

•	チャンネル選局直後には	 d 	をタッチして
も動作しないことがあります。その際は、再
度	 d 	をタッチしてください。
•	画面下に「データ取得中」と表示されている
ときは、データ放送取得中のため、表示が消
えてから	 d 	をタッチしてください。

緊急放送を見る

緊急放送とは、災害など、緊急な出来事が発生し
た場合に視聴者に、いち早く情報を知らせる放送
システムです。
デジタル放送受信中に緊急放送がはじまると、画
面 に「EWS」（Emergency	Warning	System）、
または「緊急放送を受信しました」と表示され、
自動で緊急放送に切り替わります。

放送が終了すると、緊急放送前のチャンネルに自
動で戻ります。

•	緊急放送中でもチャンネル切り替えなどの操
作はできます。
•	切り替えた放送局が緊急放送中の場合も、同
様に緊急放送が表示されます。

自動表示メッセージについて

テレビを視聴中に、放送局から自動的に送られて
くるメッセージがある場合は、そのメッセージ内
容が画面上に表示されます。

テレビ画面で	 メッセージ消 	をタッチすると、自
動表示メッセージが消去されます。表示されない
場合は、自動表示メッセージは消去できません。
放送局側によって自動消去されるまでお待ちくだ
さい。
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地上デジタル放送の設定をする
地上デジタル放送で 12セグとワンセグ共通の各
種設定・編集ができます。

ワンセグ／ 12 セグの切り替え設定を
する

本機の地上デジタル TVチューナーは、12 セグ
放送受信時に電波が弱くなった場合、12 セグ放
送からワンセグ放送へ自動的に切り替える機能を
搭載しています。
「自動」に設定中は、12セグ放送視聴中に受信電
波が弱くなると、視聴していたチャンネルのワン
セグ放送に自動的に切り替わります。
また、ワンセグ／ 12セグのみ受信することもで
きます。

•	ワンセグ放送の受信感度が悪い場合や 12セ
グ放送で視聴していたチャンネルにワンセグ
放送がない場合には、自動的に切り替わりま
せん。ただし放送局によっては、ワンセグ放
送を行っていなくても、自動的に切り替わる
場合があります。
•	放送局によっては、12 セグ放送とワンセグ
放送とで番組が異なる場合があります。

1     Digital TV

2 メニュー     設定

3 ［1 セグ / 地デジ切替］の ▲  、 

▲

 
で項目を選択

自動：
12 セグ放送とワンセグ放送を自動で切り替
えます。
地デジ固定：
12 セグ放送を受信します。
1 セグ固定：
ワンセグ放送を受信します。

•	工場出荷時、「1セグ /地デジ切替」は「自動」
に設定されています。
•	12 セグ放送のサブチャンネルを視聴してい
るときにワンセグ放送に切り替え、再度 12
セグ放送に切り替えると、視聴しているサブ
チャンネルに戻ります。
•	「地デジ固定」に設定中、電波が弱くなった
場合は、ワンセグ放送に切り替わらずに、12
セグ放送の映像が静止画で表示されます。

音声言語を切り替える

2 ヶ国語放送や複数の音声がある番組で、音声を
切り替えます。

1     Digital TV

2 メニュー     設定

3 [ 音声 ] の ▲  、 

▲

 で音声を選択
受信される番組は、それぞれ音声種類を持っ
ています。12セグ放送は最大16音声まで、
ワンセグ放送は 2音声まで切り替えられま
す。

音声を切り替えた後、ほかのチャンネルに切り
替えると第 1音声に戻ります。同じチャンネ
ルのまま12セグとワンセグを切り替えた場合、
設定した音声は変わりません。
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二重音声を切り替える

主音声／副音声がある番組で、音声を切り替えま
す。

1     Digital TV

2 メニュー     設定

3 ［主 / 副］の ▲  、 

▲

 で音声を選択
「主音声」「副音声」「主 / 副	音声」から選
択します。

•	工場出荷時、音声は「主音声」に設定されて
います。
•	副音声の状態でほかのチャンネルに切り替え
たとき、同じく副音声で放送されていればそ
のまま継続されます。

字幕表示を切り替える

字幕のついた番組受信中に字幕を表示する機能を
設定します。
表示する場合は「第一言語」「第二言語」の各言
語から選択します。

1     Digital TV

2 メニュー     設定

3 ［字幕］の ▲  、 

▲

 で項目を選択
「第一言語」「第二言語」「非表示」から選択
します。

工場出荷時、字幕表示は「非表示」に設定され
ています。

放送局を自動で切り替える

時間内に放送が終わらなかったとき、局が変更さ
れる番組（高校野球中継など）について、放送局
の切り替えを自動で行えます。

1     Digital TV

2 メニュー     設定

3 イベントリレー

工場出荷時、イベントリレーは「ON」に設定
されています。

系列局／中継局を自動で探す

走行中に電波状態が悪化し、30 秒間受信レベル
が回復しない場合、放送局を自動でサーチするよ
うに設定することができます。

1     Digital TV

2 メニュー     設定

3 放送局自動サーチ設定

OFF：
放送局の自動サーチを行いません。
中継局＋系列局サーチ：
走行している地域が変わった場合、その地
域の中継局／系列局を自動でサーチします。
電波が弱くなると、自動サーチを開始しま
す。
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中継局スムーズサーチ：
受信中の番組が 12 セグからワンセグに
切り替わった場合、その地域の中継局を
自動でサーチします。受信中の番組が受
信不可となる前に、受信状態が良好な中
継局の番組に自動的に切り替わります。
また、受信不可になると自動で中継局／
系列局をサーチします。
「1セグ / 地デジ切替」が ｢地デジ固定｣
の場合は本機能は動作しません。

•	工場出荷時、「放送局自動サーチ設定」は「中
継局＋系列局サーチ」に設定されています。
•	中継局スムーズサーチは、放送局から送られ
てくる情報をもとにサーチ先を決定していま
す。そのため、新規に追加された中継局など
は、サーチ対象とならない場合があります。

優先エリアを切り替える

県境などでオートプリセットを実行時、同じチャ
ンネルに複数の放送局が重なった場合に、優先エ
リアのチャンネルが選択されるよう設定します。
またデータ放送受信時に地域情報を取得するため
に郵便番号を設定します。
優先地域と郵便番号は「自宅」と「お出かけ」で
それぞれ設定できます。

1     Digital TV

2 メニュー     設定

3 自宅エリア・郵便番号設定  
（自宅モード中）または 
お出かけエリア・郵便番号設定  

（お出かけモード中）

4 優先させたい地域を選択

5 郵便番号を入力    決定

6 はい  または いいえ

はい 	をタッチすると、オートプリセット
（P.148）が開始されます。	 いいえ 	をタッチす
ると、オートプリセットを行わず、テレビ
画面に切り替わります。

•	工場出荷時、地域および郵便番号は設定され
ていません。
•	エリアのみ設定したい場合や、その地域の郵
便番号が不明な場合には、「設定しない」を
選択してください。
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放送メールを表示する

放送局から送られてくるメールの内容を表示でき
ます。

1     Digital TV

2 メニュー     設定

3 放送メール

放送メール一覧画面が表示されます。
すでに表示したメールは「既読」が、まだ
表示していないメールには「未読」が表示
されます。

4 メールを選択    決定

選択した放送メールの内容が表示されます。

•	放送メールの内容が複数ページあるときは、	
▲ 	 ▼ 	で画面をスクロールして表示します。

•	放送メールを選択して消去することができま
す。手順 4で	 消去 	をタッチし、確認画面
で	 はい 	をタッチしてください。また、すべ
ての放送メールを一括で消去することもでき
ます。
•	受信した放送メールは最大 8個まで保存され
ます。8個以上の放送メールを受信した場合
は、一番古い放送メールが自動的に消去され
ます。一番古いメールが未読状態でも消去さ
れます。
•	放送メールの受信が 1通もない場合、	
放送メール 	はタッチできません。

B-CAS カード情報を確認する

1     Digital TV

2 メニュー     設定

3 B-CASカード情報

B-CAS カード ID の確認画面が表示されま
す。

•	 テスト 	 をタッチすると、B-CAS カードの
通信テストを行います。通信テストがエラー
の場合、番組放送画面に戻るときにメッセー
ジが表示されます。メッセージの内容にした
がって対処してください。
•	B-CAS カード未挿入時には、B-CAS カード
IDの確認画面の各項目には［－－－－］が表
示されます。

地上デジタル放送の設定情報を初期化
する

1     Digital TV

2 メニュー     設定

3 設定情報初期化

4 初期化したい設定情報を選択

消去の確認画面が表示されます。
受信メール消去：
放送メールをすべて消去します。
自宅エリア設定消去：
自宅モードの地域と郵便番号設定を消去し
ます。
お出かけエリア設定消去：
お出かけモードの地域と郵便番号設定を消
去します。
各種設定項目の初期化：
設定メニューで設定した項目を初期化します。
プリセットチャンネルリストおよび画質調整
設定の初期化、放送メールの消去は行いませ
ん。
全データの消去・初期化：
設定メニューで設定した項目およびプリセッ
トチャンネルリストを初期化します。また、
放送メールをすべて消去します。	 画質調整
の設定は初期化されません。
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5 はい

選択した各設定が初期化されます。

初期化メッセージ表示中には、エンジンを切ら
ないでください。初期化中にエンジンを切った
場合、初期化できないことがあります。

映像／音声のずれを補正する

12 セグ／ワンセグ自動切り替え時の映像／音声
のずれを軽減します。

1     Digital TV

2 メニュー     設定

3 遅延補正

工場出荷時、遅延補正は「ON」に設定されて
います。

地上デジタル放送の画質を調整する

1     Digital TV

2 メニュー     設定

3 画質調整

4 調整する項目を選択

明るさ：
明るさを調整します。
色合い：
色味を調整します。
色の濃さ：
色の濃さを調整します。
コントラスト：
明るさと暗さの差を調整します。
黒レベル：
黒レベルを調整します。

5 －  または ＋
画面の映像を見ながら画質を調整します。

画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定できま
す。
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DVD を再生する

警告
• 運転者が DVD の映像を見るときは、必ず安

全な場所に停車させてください。
• 本機は安全のため、停車時のみ DVD の映像

をご覧いただけます。走行中は、音声のみお
楽しみいただけます。

市販のDVD（DVDビデオ）とご家庭で録画
されたDVD（DVD-VR）の画面は異なります。

市販の DVD（DVD ビデオ）の再生

1 DVD ビデオをセットする、または 
    DVD/CD

本機にセットされたDVDビデオが再生さ
れます。

画面のキーに触れないまま 5秒が経過する
と、画面に表示されているキーが消えます。
再度表示させるには画面をタッチします。

手動でキーを消すには、	 戻る 	をタッチ
します。

ご家庭で録画した DVD（DVD-VR）
の再生

1 DVD-VR をセットする、または    
  DVD/CD

本機にセットされたDVD-VR が再生されま
す。

画面のキーに触れないまま 5秒が経過する
と、画面に表示されているキーが消えます。
再度表示させるには画面をタッチします。

手動でキーを消すには、	 戻る 	をタッチ
します。

再生を停止する

1 再生中に  （長押し）

•	停止中に	 	をタッチすると、再生が
はじまります。
•	停止中に	 	をタッチし続けると、再
生が完全に停止します。次に再生したときは、
ディスクの先頭から再生されます。

DVD を見る
本機では、市販されているDVDビデオ、またご家庭などで録画されたDVD-VRをお楽しみいただけます。
DVDビデオとDVD-VR では操作方法が異なります。ご利用になるDVDの種類に該当する箇所を参照
ください。
利用できるDVDについては、「ディスクについて」（P.128）を参照してください。
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一時停止する

1 再生中に 

•	一時停止中に	 	をタッチし続ける
と、再生が停止します。
•	一時停止中に交通情報を聞くと、一時停止が
解除され、再生がはじまります。
•	DVDビデオの場合、メニュー中に一時停止
や再生開始などのキー操作ができない場合が
あります。そのような場合は、	 メニュー操作 	
をタッチして、DVDメニューの操作キーか
ら操作を行ってください。

前／次のチャプターを再生する

1  または  

•	 	を押すとチャプターの先頭に戻り、さ
らに	 	を押すごとに前のチャプターに
移動します。
•	 	を押すごとに次のチャプターに移動し
ます。

早戻し／早送りする

1 再生中に  （早戻し）または 
 （早送り）（長押し）

	、	 	から指を離すと、通常の再生に
戻ります。

スロー再生する

1 再生中に      （長押
し）

•	 	から指を離すと、通常の再生に戻りま
す。
•	スロー再生中は、再生情報表示部に「スロー
再生	1/4」と表示されます。

リピート再生をする

1 つのチャプターまたはタイトルを繰り返して再
生（リピート再生）できます。

DVD-VR でプレイリストを利用して再生して
いる場合は、リピート再生を行えません。

1     DVD/CD

2 リピート

リピート再生がはじまります。

通常再生に戻す場合は、	 リピート 	を再度タッ
チします。

メニューから再生する（DVD ビデオ）

DVDビデオディスクには、そのディスク特有の
DVDメニュー（ディスクメニュー）が収録され
ているものがあります。ディスクメニューを利用
して、本編や映像特典など、見たい映像をすぐに
再生できます。
表示されるメニューや操作方法は、各ディスクに
より異なります。

1     DVD/CD
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2 メニュー操作

「現在その操作はできません」と表示され
た場合は、DVDビデオのディスク自体
にメニューが設定されていません。

3 トップメニュー  または メニュー

トップメニューまたは再生中のチャプター
のメニューが表示されます。

4 ▲  、 ▲  、 

▲

 、 ▼  でメニューを
選択    決定

選択したメニュー項目が再生されます。

10キー 	をタッチすると、メニュー番号を直
接入力してメニュー項目を選択できます。

タイトルリストから再生する（DVD-VR）

1     DVD/CD

2 リスト

3 見たいタイトルを選択

4 戻る

リスト画面が消え、映像画面に切り替わり
ます。

プレイリストから再生する（DVD-VR）

プレイリストとは、DVD映像をお好みのシーン
だけに編集し、独自に作成したタイトルです。

1     DVD/CD

2 プレイリスト （ランプの点灯を確認）

3 リスト

4 見たい項目を選択

選択した項目が再生されます。

番号指定 	をタッチしてプレイリスト番
号を入力すると、入力した番号が先頭に
なったプレイリストが表示されます。

5 戻る

リスト画面が消え、映像画面に切り替わり
ます。

プレイリスト 	をタッチするたびに、タイトル
リスト表示とプレイリスト表示が切り替わりま
す。 プレイリスト 	のランプが点灯した状態で	
リスト 	をタッチすると、プレイリストが表示
されます。



159

オーディオ・ビ
ジュアルの基本
的な使いかた

ラジオを 
聴く

テレビを 
見る

DVD を 
見る

CD、ディスク
（MP3・WMA）
の音楽を聴く

Music Rack
を使う

SD カード／
USBメモリー
の音楽を聴く

iPod を聴く／
iPod ビデオを
見る

Bluetooth
オーディオ
を聴く

オ
ー
デ
ィ
オ
・
ビ
ジ
ュ
ア
ル

静止画の切り替えをする（DVD-VR）

1 つのチャプターに複数の静止画が記録されてい
る場合、静止画の切り替えを行うことで、チャプ
ター内の静止画が再生できます。

1     DVD/CD

2 静止画切替

静止画切替 	は静止画再生時のみ表示され
ます。

タッチするたびにチャプター内の静止画が
切り替わります。

•	 静止画切替 	 をタッチしてもほかのチャプ
ターの静止画は再生されません。ほかのチャ
プターは	 	 	を押して再生してく
ださい。
•	チャプター内に静止画が１枚しか収録されて
いない場合などは、「現在その操作はできま
せん」というメッセージが表示されます。

タイトル・チャプター番号を入力して
再生する（DVD ビデオ）

1     DVD/CD

2 設定     10キーダイレクト入力

3 タイトル番号・チャプター番号を入
力

チャプター：
チャプター番号を入力するときにタッチし
ます。
タイトル：
タイトル番号を入力するときにタッチしま
す。

4 決定     戻る     戻る

入力したタイトルまたはチャプターが再生
されます。
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DVD の設定をする

字幕言語・音声言語・アングルを切り
替える（DVD ビデオ）

DVDに字幕、複数の音声およびアングルが収録
されている場合のみ有効です。

1     DVD/CD

2 設定     音声・字幕・アングル

3 音声  、 字幕  、 アングル

タッチするたびに音声言語、字幕言語、ア
ングルの設定が切り替わります。

•	設定できる言語はディスクによって異
なります。
•	初期設定（P.162）で設定できる言語以外の
言語が収録されている場合は、「その他」
と表示されます。
•	「OFF」を表示させると、字幕を消せま
す。

4 戻る

設定が確定します。

字幕表示・音声を切り替える（DVD-
VR）

DVDに字幕、複数の音声が収録されている場合
のみ有効です。

1     DVD/CD

2 設定     音声・字幕

3 音声  または 字幕

タッチするたびに音声または字幕の設定が
切り替わります。

設定できる音声はディスクによって異な
ります。

4 戻る

設定が確定します。

画面サイズを切り替える

1     DVD/CD

2 設定     画面切替

3 画面サイズを選択

選択したサイズで画面が表示されます。
ノーマル：

映像が縦横の比率を変えずに中央に表示さ
れます。映像と画面のサイズが異なる場合、
画面の余った部分が黒く表示されます。
フルワイド：

映像が画面いっぱいに表示されます。映像
と画面のサイズが異なる場合、映像の比率
が変わって表示されます。
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ワイド：

映像の左右部分が横に広がって画面いっぱ
いに表示されます。映像と画面のサイズが
異なる場合に違和感を少なく表示できます。
シネマ：

シネスコサイズやビスタサイズの映像を表
示するときに使います。映像と画面のサイ
ズが異なる場合、映像の横部分と画面の横
縦部分の大きさを合わせて表示されます。
上下の余った部分が黒く表示されます。

4 戻る

画質を調整する

DVDビデオ、DVD-VR の画質をお好みで調整で
きます。

1     DVD/CD

2 設定     画質調整

3 調整する項目を選択

明るさ：
明るさを調整します。
色合い：
色味を調整します。
色の濃さ：
色の濃さを調整します。
コントラスト：
明るさと暗さの差を調整します。
黒レベル：
黒レベルを調整します。

4 －  または ＋
画面の映像を見ながら画質を調整します。

画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定できま
す。

状態表示を設定する

DVDの再生画面に、常に再生状態（チャプター
番号、再生時間）を表示できます。

1     DVD/CD

2 DVD ビデオ： 設定     初期設定

DVD-VR： 設定

3 常に状態を表示する

再生状態の表示が設定されます。

再生状態の表示を解除する場合は、	 	
常に状態を表示する 	を再度タッチします。
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DVD ビデオの初期設定を変更する

•	初期設定画面から各設定画面に移動すると、
DVDの再生は停止します。設定終了後は、
DVD の再生がはじまりますが、設定内容
によって再生がはじまる位置が異なります。
（DVDの先頭から再生されることもあれば、
設定前の場所から再生がはじまることもあり
ます）
•	以下の初期設定画面で何もせずに画面を閉じ
ると、設定前の場所から再生がはじまります。

モニターサイズを設定する

1     DVD/CD

2 設定     初期設定

3 モニターサイズ設定

4 モニターサイズを選択

ワイド：

映像が画面にぴったり納まります。映像と
画面の比率が違う場合は、変形して表示さ
れます。映像が切れる部分はありません。

パンスキャン：

画面の上下と映像の高さが合わせて表示さ
れます。映像と画面の比率が違う場合は、
映像の左右が切れて表示されます。
レターボックス：

画面の横幅と映像の幅が合わせて表示され
ます。映像と画面の比率が違う場合は、上
下に黒い帯が表示されます。

収録されているモニターサイズは、ディスクご
とに異なります。モニターサイズを「パンスキャ
ン」または「レターボックス」に設定しても、ディ
スクによっては自動的にどちらかで再生される
場合があります。

優先する言語を設定する

再生時に優先する言語を、メニュー言語、音声言
語、字幕言語のそれぞれについて設定できます。
ここでは、メニュー言語の設定を例として説明し
ています。

本設定は、DVD再生時に優先する言語の設定
です。必ずしも切り替えた言語で再生されるわ
けではありません。

1     DVD/CD

2 設定     初期設定

3 メニュー言語  、 音声言語  、 字幕言語

4 言語を選択
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字幕言語のみ、英語、フランス語、スペイン語、
中国語、日本語、OFFから選択できます。

パレンタルレベルとパスワードを設定
する

パレンタルレベルとは、お子様に対しDVDの視
聴を制限させるために設定するものです。パレン
タルレベルの設定には、パスワードが必要です。

 ■ 視聴制限（パレンタルレベル）につ
いて

DVDビデオには、「視聴制限（パレンタルレベル）」
が設定されているものがあります。パレンタルレ
ベルはレベル 1～ 8まであり、数字が小さくなる
ほど視聴制限が厳しくなります。視聴制限が設定
されているディスクは、本機のパレンタルレベル
設定によっては再生できないことがあります。
例：DVD の視聴制限がレベル 3 の場合
本機で設定したパレンタルレベルが、「レベル 4
～ 8」の場合のみ、再生できます。
本機で設定したパレンタルレベルが、「レベル 1
～ 3」の場合は、再生しようとすると「パレンタ
ルレベル変更」の警告メッセージが表示されます。
また、パレンタルレベルは国によって異なるため、
カントリーコードを設定しないと、視聴制限がう
まく機能しない場合があります。

•	パレンタルレベルは、DVDのパッケージな
どに記載されています。パッケージにパレン
タルレベルが記載されていないディスクは、
パレンタルレベルを設定しても視聴制限はか
けられません。
•	パレンタルレベルの設定をする場合は、パス
ワードの設定が必要です。
•	視聴制限をかけない場合は、パレンタル
レベルの設定は必要ありません。	 	
パレンタルレベルの初期設定は「パレンタル
レベルOFF」で、すべてのDVDビデオに対
して視聴制限のない状態になっています。

 ■ パスワードを設定・変更する
視聴制限の設定に必要なパスワードを設定・変更
します。

1     DVD/CD

2 設定     初期設定

3 パスワード

4 パスワードを入力    決定

入力されたパスワードは、「＊＊＊＊」と表
示されます。
新規パスワード設定の場合→手順 7へ

5 パスワードの変更

6 新しいパスワードを入力    決定

7 再度同じパスワードを入力    決定

新しいパスワードが設定されます。

•	パスワードは初期設定では「未設定」となっ
ています。パレンタルレベルの設定変更をよ
く行う場合は、パスワードの消去を行いパス
ワードの設定を「未設定」にしておくとパス
ワード入力の手間を省けます。
•	パスワードを消去するには、パスワード編集
画面で	 パスワードの消去 	をタッチします。
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 ■ パレンタルレベルを設定する

1     DVD/CD

2 設定     初期設定

3 視聴制限（パレンタルレベル）

4 パスワードを入力    決定

5 パレンタルレベルを選択
パレンタルレベルが設定されます。

パレンタルレベルOFF 	をタッチすると、パレン
タルレベルは設定されず、すべてのDVDビデ
オのパレンタルレベルに対して視聴制限が解除
されます。

カントリーコードを設定する

パレンタルレベルは国によって内容が異なりま
す。本機でパレンタルレベルを正しくお使いにな
るには、DVDのカントリーコードを設定する必
要があります。カントリーコードは、国を識別す
るためのコードです（P.233）。

1     DVD/CD

2 設定     初期設定

3 カントリーコード

4 DVD に記録してある国または地
域のカントリーコードを入力    
決定

カントリーコードが設定されます。

初期状態では、「7480（JAPAN）」が設定され
ています。
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ディスクを再生する

•	再生中のディスクおよびトラックタイトル
などの情報は、本機内にある Gracenote	
Music	Recognition	ServiceSM（P.235）の情報で
す。また、CD-TEXT対応ディスクまたは ID3
タグの入ったディスクであれば、ディスク内
の情報を表示できます。
•	Gracenote	Music	Recognition	ServiceSM か
らタイトル情報が得られない場合や、ディス
クからCD-TEXT および ID3タグの情報が得
られない場合は、トラックタイトルは表示さ
れず、「Track01」などの番号が表示されます。
•	ノンストップCD（トラックとトラックがつ
ながっているCD）を再生した場合、トラッ
クとトラックの間に2～ 3秒の無音部分が発
生します。
•	走行中は、操作できる項目が限定されます。

CD を再生する

1 CD をセットする、または 

    DVD/CD

本機にセットされたCDが再生されます。

本機に SDカードがセットされている場合、操
作パネルが完全に閉じるまで再生ははじまりま
せん。

MP3・WMA のディスクを再生する

1 MP3/WMA ディスクをセットす
る、または      DVD/CD

本機にセットされたディスクが再生されま
す。

早戻し／早送りする

1 再生中に  （早戻し）または 
 （早送り）（長押し）

	、	 	から指を離すと、通常の再生に
戻ります。

前／次のトラックを再生する

1 再生中に  または 

•	 	を押すとトラックの先頭に戻り、さら
に	 	を押すごとに前のトラックに移動
します。
•	 	を押すごとに次のトラックに移動しま
す。

CD、ディスク（MP3・WMA）の音楽を聴く
本機では、音楽CDのほかに、MP3・WMA形式の音楽データを保存したディスクをお楽しみいただけ
ます。
利用できるCD、MP3、WMA形式の音楽データを保存したディスクについては、「ディスクについて」（P.128）
を参照してください。
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前／次のフォルダを再生する（MP3/
WMA のみ）

1 再生中に 前フォルダ  または 
次フォルダ  

前フォルダ 	、 次フォルダ 	をタッチするごとに、
前／次のフォルダに移動し、フォルダ内の先頭
のトラックが再生されます。

リピート・ランダム・スキャン再生を
する

1     DVD/CD

2 機能

3 目的の項目を選択

CD 画面

全リピート：
ディスク内の全トラックをリピート再生し
ます。
1 トラックリピート：
現在再生中のトラックのみをリピート再生
します。
1 ディスクランダム：
現在再生中のCDの全トラックをランダム
に再生します。
1 ディスクスキャン：
現在再生中のCDの各トラックの出だしを
10秒間ずつ再生します。

MP3/WMA 画面

全リピート：
ディスク内の全トラックをリピート再生し
ます。
1 フォルダリピート：
現在再生中のフォルダ全体をリピート再生
します。
1 トラックリピート：
現在再生中のトラックのみをリピート再生
します。
1 ディスクランダム：
ディスク内の全トラックをランダムに再生
します。
1 フォルダランダム：
現在再生中のフォルダの全トラックをラン
ダムに再生します。
1 ディスクスキャン：
ディスク内の全トラックの出だしを 10 秒
間ずつ再生します。
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タイトルリストから再生する

走行中はフォルダリスト、トラックリストのス
クロールはできません。

1     DVD/CD

2 （MP3/WMA の場合）
再生中のフォルダを選択
再生中のトラックリストが表示されます。

（CD の場合）
トラックリストが表示されます。

再生中以外のフォルダを選択した場合
は、フォルダリストが表示されたまま、
選択したフォルダの先頭のトラックから
再生がはじまります。トラックリストを
表示するには、もう一度同じフォルダを
選択します。

3 トラックを選択

CD 画面

MP3/WMA 画面

選択したトラックから再生がはじまります。

MP3/WMA画面で、右にリスト表示され
るフォルダをタッチすると、フォルダ内の
トラックがリスト表示されます。トラック
をタッチすると選択したトラックが再生さ
れます。
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Music Rack に録音する
Music	Rack	とは、CD	のトラック (音楽 ) を SD	
カードへ録音し、再生する機能のことです。全ト
ラックを録音しておけば、CD	を本機にセットす
ることなくお楽しみいただけます。また、以降の
録音は不要です。

録音する前にお読みください

Music	Rack を使用するには SDカードが必要で
す。
録り直しのきかない録音の場合は、正しく録音さ
れていることを確認してください。
万が一、本機の故障や誤作動および不具合により
録音に支障が生じた場合でも、録音内容および消
失した録音データについては補償ができかねま
す。ご容赦願います。
録音したデータは、個人として楽しむなどのほか
は、著作権法上、権利者に無断で使えません。
ノンストップCD（トラックとトラックがつながっ
ているCD）を録音に使用された場合、トラック
とトラックの間に 2～ 3秒の無音部分をはさんで
録音します。

録音についてのご注意

 ■ 録音時の状態について
以下のような場合には、音声が途切れたり音が飛
んで録音されることがあります。
•	 録音中にCDの音が飛んだ
•	 傷があるなどCDの状態が悪い
•	 録音中に振動の激しい悪路を走行した

 ■ 録音中の操作について
録音中は、他のトラックの再生はできません。ま
た、録音中に以下の操作を行うと、録音中止の確
認メッセージが表示されます。録音を中止する場
合は	 はい 	を、続行する場合は	 いいえ 	をタッチ
します。
•	 REC 	をタッチする

•	 リピート／スキャン／ランダム再生
•	 SD カードを使用した操作（データの取り込み
／書き出しなど）

•	 Music	Rack、SDメモリーカードを選択したと
き

•	録音中は早送り、早戻し、トラックのアップ
／ダウン操作はできません。
•	録音中は操作パネルを開閉することはできま
せん。録音中に	 	を押すと、「SDメモ
リーカード書き込み中のためオープンできま
せん」というメッセージが表示されます。操
作を継続される場合はその指示にしたがって
ください。

録音中にエンジンを切ると、録音中のトラックが
消えます。
次回エンジンをかけると、前回録音していたト
ラックの先頭から録音がはじまります。

Music Rack を使う
本機では、CDの曲を本機で SDカードに録音して再生できるMusic	Rack をお楽しみいただけます。
Music	Rackで利用できるSDカードについては、「SDカード／USBメモリについて」（P.130）を参照くだ
さい。
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録音する

1 CD 再生中に REC

2 希望の録音速度を選択

1 倍速で録音：
録音速度を 1倍速に設定します。
2 倍速で録音：
録音速度を 2倍速に設定します。録音中は、
CDを聴くことはできません。

3 希望の録音方法を選択

全曲録音：
再生中のCDのすべてのトラックを録音でき
ます。アルバムの先頭から録音されていない
トラックの録音がはじまります。
現在の曲を録音：
再生中のトラックを録音できます。トラッ
クの先頭に戻り、録音がはじまります。
曲を指定して録音：
録音したいトラックをリストから複数選択
して録音できます。リストからトラックを
選択して	 録音開始 	をタッチすると、先頭
に近い曲から順に録音がはじまります。

録音モード選択画面にディスクの情報や SD
カードの情報が表示されます。SDカードの空
き容量が 1MB未満の場合、空き容量に「1MB
未満です」と表示されます。

Music Rack について

Music	Rack の仕様は、以下のとおりです。

録音可能トラック数：
最大 4000トラック（アルバムは最大 500枚、1
つのアルバムに収録できるトラック数：最大 99
トラック）
※	ただし、SDカードの容量により録音できるトラッ
ク数は異なります。16GBの SDカードではおよそ
4000トラックです。

録音できる音源音楽：
音楽CDのみ（P.128）
音質：
ATRAC3 という音声圧縮技術を採用しています。
CDの音質を損なわず、容量を約 1/10 に圧縮で
きます。

本機は、SCMS（Serial	Copy	Management	
	System）の規格に準拠したデジタルオーディオ
機器です。SCMSでは、各種デジタルオーディオ
機器の間で「デジタル信号をデジタル信号のまま
録音する」というデジタル信号どうしのコピーを
〈1世代まで〉と規制しております。
したがって、以下の操作を本機で行えません。
●	本機に録音したCDの曲をデジタル出力、デジ
タルコピーすること
●	デジタル録音した CD-R と CD-RWおよびコ
ピーの禁止されているCDを録音すること
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タイトル表示について

CD をMusic	Rack に録音すると、本機内蔵の
Gracenote	Music	Recognition	ServiceSM の
データベースからタイトル・読み・アーティスト
名・ジャンルの情報が取得され、画面上に表示さ
れます。
CDや曲によっては、情報の取得ができない場合
があります。
情報を取得できなかったCDには録音した日付が
表示されます。

Gracenote	Music	Recognition	ServiceSM

のデータベースは、インターネット上の
Gracenote データベースから最新の情報に更
新できます（P.175）。

録音した音楽データについて

 ■ 録音した音楽データのバックアップ
録音した音楽データは SDカード内の以下のフォ
ルダに保存されます。

PRIVATESDカード
CLARION

MCT

お使いのパソコンに、このフォルダをそのまま保
存することでバックアップできます。

 ■ バックアップした音楽データの復元
バックアップした音楽データフォルダ ("MCT") を
SDカード内の下記フォルダに書き戻すことで復
元できます。

PRIVATESDカード
CLARION

このとき、すでに上記フォルダ内に“MCT”フォ
ルダが存在する場合は、バックアップまたは消去
してください。

•	“MCT”フォルダ内に存在するファイルおよ
びフォルダの消去や変更は絶対に行わないで
ください。Music	Rack が正常に動作しなく
なる可能性があります。
•	音楽データのバックアップや復元は、録音
データ保存以外の目的では行わないでくださ
い。
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Music Rack を聴く

走行中は、操作できる項目が限定されます。	

Music Rack を再生する

1 SD カードを本機にセット

2     Music Rack

Music	Rack 内のトラックが再生されます。

•	録音中はMusic	Rack の再生は行えません。
録音中に	 Music Rack 	をタッチすると、「録
音中です。録音を中止してもよろしいです
か？」という確認画面が表示されます。再生
したい場合は、	 はい 	を押して録音を中止し
てください。
•	再生中に操作パネルを開くと、再生が停止し
ます。

早戻し／早送りする

1 再生中に  （早戻し）または 
 （早送り）（長押し）

	、	 	から指を離すと、通常の再生に
戻ります。

前／次のトラックを再生する

1 再生中に  または 
	を押すとトラックの先頭に戻り、さ

らに	 	を押すごとに前のトラックに移
動します。

	を押すごとに次のトラックに移動し
ます。

前／次のアルバムを再生する

1 再生中に 前アルバム  または 
次アルバム

前アルバム 	、	 次アルバム 	 をタッチするごと
に、前／次のアルバムに移動し、アルバム内の
先頭のトラックが再生されます。
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リピート・ランダム・スキャン再生を
する

1     Music Rack

2 機能

3 目的の項目を選択

選択した動作での再生がはじまります。
全リピート：
全アルバムの全トラックをリピート再生し
ます。
1 アルバムリピート：
現在再生中のアルバム全体をリピート再生
します。
1 トラックリピート：
現在再生中のトラックのみをリピート再生
します。
全トラックランダム：
全アルバムの全トラックをランダムに再生
します。
1 アルバムランダム：
現在再生中のアルバムの全トラックをラン
ダムに再生します。
全トラックスキャン：
全アルバムの各トラックの出だしを 10 秒
間ずつ再生します。

リストから再生する

Music	Rack のリストからアルバムやトラックを
選択して再生できます。

1     Music Rack

2 再生中のアルバム名を選択
トラックリストが表示されます。

再生中以外のアルバムを選択した場合
は、アルバムリストが表示されたまま先
頭のトラックから再生がはじまります。
トラックリストを表示するには、もう一
度同じアルバムを選択します。

3 トラックを選択

選択したトラックが再生されます。

アーティスト名から再生する

1     Music Rack

2 設定     アーティスト検索

3 アーティスト名を選択

4 アルバムを選択
選択したアルバムの先頭から再生がはじま
ります。

選択演奏（P.173）中は、選択演奏の対象となって
いるアーティストまたはアルバムのみが検索対
象となります。
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条件から複数のアルバムを選んで再生
する

複数のアルバムを指定して再生できます。
アルバムリストからアルバムを指定する方法と、
アーティストのすべてのアルバムを指定する方法
があります。

1     Music Rack

2 設定     選択演奏

3 アルバム選択  または 
アーティスト選択  

アルバム選択：
リスト表示されたアルバムから複数のアル
バムを指定できます。
アーティスト選択：
リスト表示されたアーティストのすべての
アルバムを指定できます。
選択演奏解除：
選択演奏設定を解除できます。選択演奏解除
は、選択演奏が設定されているときのみ表
示します。

4 アルバムまたはアーティスト名を選
択    決定

選択した項目が再生されます。	

	 決定 	をタッチした直後は、SDカードに書き
込み処理を行うため、操作パネルを開閉できな
いことがあります。

録音設定を変更する
Music	Rack に CDを録音するには、自動と手動
の 2つの方法があります。

自動録音に切り替える

1     設定

2 オーディオ     録音設定

3 挿入と同時に録音：1倍速  または 
挿入と同時に録音：2倍速  

挿入と同時に録音：1 倍速：
CD挿入時に 1倍速でCDが録音されます。
挿入と同時に録音：2 倍速：
CD挿入時に 2倍速でCDが録音されます。
2倍速で録音中は、CDを聴くことはできま
せん。

自動で録音する

1 SD カードを本機にセット

2 CD を再生する
自動的に録音がはじまります。

•	録音時は、画面左下に	 REC×1 	 または	
REC×2 	が表示されます。

•	すでに CD全曲の録音が済んでいる場合は、
録音を行いません。
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アルバム・トラック情報を編集する

•	選択演奏中は、	 タイトル編集 	は選べません。
タイトルやトラック名を編集したいときは、
選択演奏を解除してください。
•	アルバム ･トラック情報の編集中や操作直後
は、SD カードに書き込み処理を行うため、
操作パネルを開閉できないことがあります。	

アルバム名、アーティスト名を編集する

1     Music Rack

2 設定     タイトル編集

3 アルバムを選択

4 アルバム  または アーティスト

5 アルバム名またはアーティスト名を
入力    決定

編集後のアルバム名、アーティスト名を確
認できます。

アルバム名、アーティスト名は全角・半角で
20文字まで入力できます。

アルバムを消去する

一度消去したアルバムは元に戻せません。

1     Music Rack

2 設定     曲の消去

3 消去するアルバムを選択    決定

複数のアルバムを選択できます。

4 はい

選択したアルバムが消去されます。

アルバムの再生順序を並べ替える

1     Music Rack

2 設定     アルバム並べ替え

3 移動させたいアルバムを選択

4 移動先を選択
選択した位置にアルバムが移動します。
確認メッセージが表示され、アルバムリス
ト画面に戻ります。
アルバムリスト画面に戻ると、先頭のアル
バムから再生がはじまります。

トラック名を編集する

トラック名を編集できます。

1     Music Rack

2 設定     タイトル編集

3 編集するトラックを含むアルバムの 
詳細

トラックリストが表示されます。

4 トラックを選択

5 トラック名を入力    決定

編集後のトラック名を確認できます。

トラック名は全角・半角で 20文字まで入力で
きます。
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トラックを消去する

一度消去したトラックは元に戻せません。

1     Music Rack

2 設定     曲の消去

3 消去するトラックを含むアルバムの 
詳細

トラックリストが表示されます。

4 消去するトラックを選択    決定

複数のトラックを選択できます。

5 はい

選択したトラックが消去されます。

アルバム情報の書き出し／取り込み

 ■ アルバム情報の更新について
新譜など、本機に内蔵のデータベースにアルバム
情報が含まれていない場合は、曲名などが正しく
表示されないことがあります。その際は、SDカー
ドとパソコンを使用して、Gracenote サーバー
から最新のアルバム情報を取得してください。
本機能を使用するには、インターネットに接続で
きるパソコン、情報を取得するためのパソコン用
専用アプリケーション「ナビマスター S」が必要
になります（P.202）。

本機にて、SD カードへアルバム情報を
書き出します。

お使いのパソコンにて、「ナビマスター S」
の CD タイトルキャッチャー機能を使用
し、SD カードへアルバム情報を保存し
ます。

本機にて、SD カードからアルバム情報
を取り込みます。
アルバム情報が更新されます。
「ナビマスター S」画面上のヘルプボタンを押すと
CDタイトルキャッチャー機能を参照できます。

 ■ アルバム情報を書き出す

1     Music Rack

2 設定     アルバム情報の書き出し

3 アルバムを選択    決定

4 はい

選択したアルバム情報が SDカードに書き
出されます。

 ■ アルバム情報を取り込む

1     Music Rack

2 設定     アルバム情報の取り込み

3 はい

SDカード内のアルバム情報が本機に取り込
まれます。
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SD カード／ USB メモリーの 
音楽を再生する

SDカードを本機にセット、または別売のUSB接
続ジャックにUSB メモリーを接続することで、
パソコンで編集したMP3/WMA形式の音楽デー
タを本機で再生することができます。

•	本機に iPod を接続している場合は、USB メ
モリーはご利用になれません。
•	SDカードおよびUSBメモリー内のファイル
は、ファイル名順でのみ再生できます。再生
順序を変更したい場合は、ファイル名の先頭
に数字を入力してください。

SD カードを再生する

1 SD カードをセット

2     SDメモリーカード  
SDカードのオーディオが再生されます。

録音中は SDカードの再生は行えません。録音
中に	 SDメモリーカード 	をタッチすると、「録
音中です。録音を中止してもよろしいですか？」
という確認画面が表示されます。

USB メモリーを再生する

1 USB メモリーを接続する、または  
    USB/iPod  

USBメモリーのオーディオが再生されます。

早戻し／早送りする

1 再生中に  （早戻し）または 
 （早送り）（長押し）

	、	 	から指を離すと、通常の再生に
戻ります。

前／次のトラックを再生する

1 再生中に  または  

•	 	を押すとトラックの先頭に戻り、さら
に	 	を押すごとに前のトラックに移動
します。
•	 	を押すごとに次のトラックに移動しま
す。

SD カード／ USB メモリーの音楽を聴く
本機では、お手持ちの SDカードやUSBメモリーに保存した音楽を聴くことができます。
利用できる SDカード、USBメモリーについては、「SDカード／USBメモリーについて」（P.130）を参照
してください。

 注意
• USB メモリーを車室内に放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因と

なります。
• USB メモリーが接続されているときに、USB メモリーの上に乗ったり、物を上に置かないでくださ

い。故障の原因となります。
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フォルダ／トラックを選んで再生する

走行中はフォルダリスト、トラックリストのス
クロールはできません。

1     SDメモリーカード   
または  USB/iPod

2 再生中のフォルダを選択
トラックリストが表示されます。

再生中以外のフォルダを選択した場合
は、フォルダリストが表示されたまま、
選択したフォルダの先頭のトラックから
再生がはじまります。トラックリストを
表示するには、もう一度同じフォルダを
選択します。

3 トラックを選択

選択したトラックから再生がはじまります。

リピート・ランダム・スキャン再生を
する

1     SDメモリーカード   
または  USB/iPod

2 機能

3 目的の項目を選択

全リピート：
全トラックをリピート再生します。
1 フォルダリピート：
現在再生中のフォルダ全体をリピート再生
します。
1 トラックリピート：
現在再生中のトラックのみをリピート再生
します。
全トラックランダム：
全トラックをランダムに再生します。
1 フォルダランダム：
現在再生中のフォルダの全トラックをラン
ダムに再生します。
全トラックスキャン：
全トラックの出だしを 10 秒間ずつ再生し
ます。

全トラックランダム 	は、フォルダがランダムに
選択され、そのフォルダ内のトラックからさら
にランダムで選択された曲が再生されます。
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本機では、iPod（別売）を接続して iPod 内の音楽データやビデオ映像をお楽しみいただけます。別売
の iPod 接続コードを使用して接続してください。（iPod に付属の接続コードは、ご使用できません。）

 注意
• iPod を車室内に放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因となります。
• iPod が接続されているときに、iPod の上に乗ったり、物を上に置かないでください。故障の原因

となります。

本機は第5世代 iPod、iPod	classic®、iPod	nano®、iPod	touch®、iPhone®	3G、iPhone	3GS、iPhone	
4に対応しています。
詳細は以下の表を参照ください。なお、iPod は本機に付属していません。お手持ちの iPod をお使いく
ださい。
iPod ビデオを視聴するには、別売の iPod 接続コードのビデオ端子を、別売のVTRコードに接続、USB
端子は別売のUSB接続ジャックに接続します。USB端子の差込部は、車両ごとに取付位置が異なります。
本機で iPod をご使用になるときは、iPod のファームウェアを最新にしてください。

接続できる iPod

接続可能な iPod 備考

iPod（第 5世代） ビデオ再生可

iPod	classic（80GB、120GB、160GB）※1 ビデオ再生可

iPod	nano（第 1世代、第 2世代）

iPod	nano（第 3世代、第 4世代※1、第 5世代） ビデオ再生可

iPod	nano（第 6世代）

iPod	touch（第 1世代※2, ※ 3） ビデオ再生不可

iPod	touch（第 2世代、第 3世代、第 4世代） ビデオ再生可

iPhone	3G/iPhone	3GS/iPhone	4 ビデオ再生可

※1	ビデオファイルのみ保存している場合、iPod が認識されない場合があります。一つでも音楽ファイルを保
存すると解消されます。

※ 2	ファームウェア 2.0 以降では、ビデオを再生することができます。ファームウェアが 2.0 より古い場合は、
ミュージックモードでのみお使いください。

※ 3	「On-The-Go」は再生できません。iTunes® と同期後はプレイリストとして再生できます。

iPod を聴く／ iPod ビデオを見る
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•	iPod の動作についてはすべてを保証するものではありません。
•	iPod の接続対象機種一覧に記載があっても、ファームウェアのバージョンによって動作しない場合
があります。
•	本機と接続するときは、iPod のヘッドフォンなどのアクセサリーを使用しないでください。
•	iPod の機種やファームウェアバージョンによっては、一部機能の制限があります。

最新機種の情報について詳しくは、以下を参照ください。
http://www.honda.co.jp/navi/support/ipodlist

•	iPod の動作が停止した場合、カテゴリーリストから曲やビデオを選択することによって操作可能に
なる場合があります。
•	iPod のトラックリピート機能を設定している場合、もしくは、iPod のシャッフル機能を設定して
いる場合は、iPod	の機種やファームウェアバージョンによっては、本機の機能の一部が正しく動作
しない場合があります。その場合は、設定解除をしてからご利用ください。
•	iPod の機種によっては再生対象の曲数が多い場合、タイトル表示やリスト表示ができない場合がありま
す。
•	エラーメッセージが表示された場合は、一度本機から iPod を取り外して再度接続してください。
•	iPod が操作不能になった場合は、iPod 本体をリセットし、再度接続してください。
リセット方法の例
•	iPod の場合：	「センター」ボタンと「メニュー」ボタンをApple のロゴが表示されるまで同時に

押し続けます。
•	iPod	touch の場合：	「スリープ／スリープ解除」ボタンと「ホーム」ボタンを、Apple のロゴが

表示されるまで同時に押し続けます。
※	iPod をリセットして再接続しても動作しない場合は、リセット後、iPod 単体で動作することを確認し
てから接続するようにしてください。

•	車のエンジンを切った後は、必ず iPod を取り外してください。接続したままでは iPod の電源が切
れない場合があるため、iPod の電源を消耗するおそれがあります。
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iPod を再生する
接続方法については、クイックガイドを参照して
ください。

 注意
走行中は、iPod 本体の操作は行わないでくだ
さい。

•	万が一 iPod が操作不能になってしまったと
きは iPod をリセットしてください。iPod の
リセット方法は、iPod の取扱説明書などで
確認してください。
•	本機にオーディオファイル再生中の iPod	を
接続した場合、再生していた曲の続きから再
生されます。ビデオ再生中の iPod	を接続し
た場合は、ご使用の iPod	により再生位置が
異なることがあります。再生していたビデオ
を見る場合は、再度、ビデオファイルを選択
してください。

•	iPodビデオを見るには､別売のiPod接続コー
ドのビデオ端子を、別売の VTR コードに接
続します｡
•	本機と iPod の接続中は、iPod からは操作で
きません。
•	iPodは、安全な場所に置いてご使用ください。
•	走行中は、操作できる項目が限定されます。

iPod を聴く

別売の iPod 接続コードを別売のUSB接続ジャッ
クに接続すると、自動的に再生がはじまります。
すでに接続されている場合は、以下の方法で再生
します。

1     USB/iPod

iPod 内のトラックが再生されます。

iPod ビデオを見る

警告
• 運転者が iPod ビデオを見るときは、必ず安

全な場所に停車させてください。
• 本機は安全のため、停車時のみ iPod ビデオ

の映像をご覧いただけます。走行中は、音声
のみお楽しみいただけます。

•	あらかじめ、iPod の接続方法を切り替える
必要があります（P.184）。
•	「USB ＋ VTR 接続（アナログ音声）」に設定
している場合は、別売の iPod 接続コードの
ビデオ端子を、別売の VTR コードに接続す
る必要があります。

1     USB/iPod

iPod ビデオが再生されます。

iPod の接続方法を「USB+VTR	接続（アナロ
グ音声）」に設定している場合は、オーディオ
から iPod ビデオの映像へ、手動で切り替える
ことができます（P.205）。

早戻し／早送りする

1 再生中に  （早戻し）または 
 （早送り）（長押し）

	、	 	から指を離すと、通常の再生に
戻ります。



181

オーディオ・ビ
ジュアルの基本
的な使いかた

ラジオを 
聴く

テレビを 
見る

DVD を 
見る

CD、ディスク
（MP3・WMA）
の音楽を聴く

Music Rack
を使う

SD カード／
USBメモリー
の音楽を聴く

iPod を聴く／
iPod ビデオを
見る

Bluetooth
オーディオ
を聴く

オ
ー
デ
ィ
オ
・
ビ
ジ
ュ
ア
ル

前／次のトラック・チャプターを再生
する

1 再生中に  または  
チャプターの存在するトラックを再生して
いる場合は、前または次のチャプターの先
頭トラックが再生されます。

•	 	を押すとトラックの先頭に戻り、さら
に	 	を押すごとに前のトラックに移動
します。
•	 	を押すごとに次のトラックに移動しま
す。

リピート・シャッフル再生をする

1     USB/iPod

2 機能

3 目的の項目を選択

iPod オーディオ画面

iPod ビデオ画面

接続方法 	 をタッチすると、iPod の接
続方法を設定できます（P.184）。

4 目的の項目を選択

シャッフル（オーディオのみ）

オフ：
シャッフル再生を解除します。
曲：
現在再生中のアルバムの全トラックをラン
ダムに再生します。
アルバム：
全アルバムをランダムに再生します。アル
バム内のトラックは順番に再生されます。
リピート

1 曲：
現在再生中のトラックのみをリピート再生
します。
すべて：
全アルバムの全トラックをリピート再生し
ます。
選択した動作での再生がはじまります。

•	iPod の機種によっては、リピート再生がで
きない場合があります。
•	シャッフル再生中に、iPod をビデオモード
に切り替えると、シャッフル再生は自動的に
解除されます。
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タイトルリストから再生する 
（オーディオ）

1     USB/iPod

2 トラックを選択
選択したトラックが再生されます。

条件を指定して再生する（オーディオ）

さまざまな条件から iPod のトラックを探して再
生できます。

1     USB/iPod

2 メニュー

•	各画面にて	 メニュー 	をタッチすると
１つ前の画面に戻ります。
•	各画面にて	 メニュー 	を長押しすると
以下の画面に戻ります。

3 ミュージック

4 希望の項目を選択

選択できる項目は以下のとおりです。	
プレイリスト／アーティスト／アルバム
／曲／ Podcast ／ジャンル／作曲者

目的のトラックリストが表示されるまで、
同様の操作を繰り返してください。

5 トラックを選択
選択した曲の再生がはじまります。

•	 再生中 	をタッチすると以下の画面が表示
されます。

•	プレイリストが多階層になっていると、階層
の深さによって不明な項目が表示されること
があります。
•	リスト表示中に何もタッチしないまま 10秒
が過ぎると、iPod 再生画面に戻ります。

条件を指定して再生する（ビデオ）

さまざまな条件から iPod ビデオのトラックを探
して再生できます。

1     USB/iPod

2 メニュー

•	各画面にて	 メニュー 	をタッチすると
１つ前の画面に戻ります。
•	各画面にて	 メニュー 	を長押しすると
以下の画面に戻ります。

3 ビデオ
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4 希望の項目を選択

選択できる項目例：
ビデオプレイリスト／ムービー／ミュー
ジックビデオ／テレビ番組／ビデオ
Podcast ／レンタルムービー
など

目的のトラックリストが表示されるまで、
同様の操作を繰り返してください。

5 トラックを選択
選択したトラックの再生がはじまります。

•	 再生中 	をタッチすると以下の画面が表示
されます。

•	プレイリストが多階層になっていると、階層
の深さによって不明な項目が表示されること
があります。
•	リスト表示中に何もタッチしないまま 10秒
が過ぎると、iPod ビデオ再生画面に戻りま
す。

iPod の設定をする

iPod ビデオの画質を調整する（ビデオ）

1     USB/iPod

2 画質調整

3 調整する項目を選択

明るさ：
明るさを調整します。
色合い：
色味を調整します。
色の濃さ：
色の濃さを調整します。
コントラスト：
明るさと暗さの差を調整します。
黒レベル：
黒レベルを調整します。

4 －  または ＋
画面の映像を見ながら画質を調整します。

画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定できま
す。
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iPod の接続方法を切り替える

再生したいモードによって接続方法を設定する必
要があります。iPod の接続方法を、「USB 接続」
または「USB＋	VTR 接続（アナログ音声）」から
選択します。

1     USB/iPod

2 機能     接続方法

3 接続方法を選択

USB 接続：
音楽データをお聴きになる場合は、こちら
の接続方法を選択します。
USB ＋ VTR 接続（アナログ音声）：
iPod のビデオ映像を見る場合は、こちらの
接続方法を選択します。

•	接続方法を変更した場合は、一旦、iPod の
USBコード接続を外し再度接続してください。
•	「USB＋ VTR 接続（アナログ音声）」に設定
する場合は、別売の iPod接続コードのビデオ
端子を、別売のVTRコードに接続する必要が
あります。
•	「USB＋ VTR	接続（アナログ音声）」を選択
している場合、オーディオとビデオの切り替
えができます（P.205）。
•	「USB＋ VTR 接続（アナログ音声）」を選択
すると、ソース選択画面のVTRは非表示にな
り、VTR機器のご利用はできません。
•	工場出荷時は「USB接続」に設定されています。
•	 		 		 設定 		 		 その他設定 		 		 VTR接続設定
の順にタッチしてもVTR機能または iPod ビ
デオの接続を選択できます。

アルバムのジャケット写真を表示する

iPod に取り込まれているアルバムのジャケット
写真を表示させることができます。

1     USB/iPod

2 機能     アルバムアートワークの表示

ジャケット写真の取得には、数秒かかることが
あります。
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Bluetooth オーディオを聴く
Bluetooth に対応しているオーディオ機器を本機に登録して、音楽を再生できます。

 注意
ポータブル機器を車室内に放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因と
なります。

Bluetooth オーディオを聴くには
はじめて Bluetooth オーディオを利用するときは、本機に登録（ペアリング）する必要があります。
Bluetooth については、P.112からの説明を参照ください。

•	Bluetooth 方式に対応しているオーディオ機器を使用してください。ただし、Bluetooth オーディ
オの種類によっては、ご利用になれない場合やご利用いただける機能に制限がある場合があります。
機能が非対応の場合は、ボタンやキーを押すことができません。または操作不可メッセージが表示
されます。ただし、オーディオ機器により操作不可メッセージも表示されないことがあります。
•	Bluetooth オーディオについて詳しくは、各取扱説明書を参照ください。
•	Bluetooth オーディオの収納場所、距離によっては、接続できない場合や音とびが発生する場合が
あります。できるだけ通信状態の良い場所に置くことをおすすめします。
•	走行中はペアリングを実行できません。
•	Bluetooth オーディオ対応の携帯電話を使用して電話関連機能やインターナビ情報センターとの接
続を実行している間は、オーディオ音声は出力されません。
•	Bluetooth オーディオは、5台までペアリングすることができます。6台目をペアリングするには、
すでに登録されたペアリング情報を消去する必要があります。また、登録されるBluetoothオーディ
オ機器は、ハンズフリー機器と共有です。
•	iPhone を Bluetooth オーディオとして再生中、iPhone 側で Bluetooth 画面を表示すると、音飛
びが発生することがあります。このような場合は、Bluetooth 画面の表示を閉じれば正常に再生さ
れます。
•	Bluetooth オーディオは、本機からの自動接続を行いません。接続したいオーディオ機器を操作し、
接続を行ってください。
•	Bluetooth オーディオ対応の携帯電話によっては、ハンズフリープロファイルを接続すると同時に、
携帯電話側から自動でオーディオプロファイルの接続を行う機器があります。
•	接続していても音声が出力されない場合は、オーディオ機器からプロファイル切断を行い、再度接
続操作を行ってください。
•	Bluetooth オーディオ機器は必ず最新のソフトウェアバージョンにアップデートしてお使いくださ
い。詳しくはご使用の Bluetooth オーディオ機器の販売会社にお問合せください。
•	インターナビ情報センターとの接続やハンズフリー通話終了後、オーディオ再生が一時停止状態に
なるものがあります。AVコントロールバーの再生キーをタッチして再生を開始してください。
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Bluetooth オーディオ機器を登録
する（ペアリング）

1     設定     Bluetooth

2 機器登録     オーディオ機器

3 登録機器のパスキー入力

4 決定

5 Bluetooth 機器から登録操作

•	Bluetooth オーディオ機器からの登録操作に
ついては、Bluetooth オーディオ機器の取扱
説明書を参照してください。
•	ペアリング完了後、Bluetooth オーディオ機
器上で接続するプロファイルを選択する必要
がある場合は、「オーディオ」を選択してく
ださい。詳しくは、Bluetooth オーディオ機
器の取扱説明書を参照ください。

複数の Bluetooth オーディオ機器
を使うには

Bluetooth オーディオ機器は、5台までペアリン
グすることができます。6台目をペアリングする
には、すでに登録されたペアリング情報を消去す
る必要があります。
複数のBluetooth オーディオ機器を接続する場合
は、使用する Bluetooth オーディオ機器を切り替
えます。

1     設定     Bluetooth

2 機器の接続切替・編集・消去     
オーディオ音楽再生

3 Bluetooth オーディオ機器選択

4 選択する

選択した機器が接続されます。

消去する 	をタッチすると登録済みのBluetooth
オーディオ機器の登録を消去できます。

Bluetooth 対応携帯電話をご使用
の場合

•	 Bluetooth オーディオ対応の携帯電話によっ
ては、ハンズフリープロファイルを接続すると
同時に、携帯電話側から自動でオーディオプロ
ファイルの接続を行う機器があります。
•	 携帯電話のメディアプレーヤーを停止した場
合、Bluetooth オーディオが切断されることが
あります。再度接続を行うには、携帯電話のメ
ディアプレーヤーを起動後、「ヘッドフォン切
替」などの設定で本機を選択してご使用くださ
い。詳しくは携帯電話の取扱説明書を参照くだ
さい。
•	 iPhoneをBluetoothオーディオとして再生中、
iPhone 側で Bluetooth 画面を表示すると、音
飛びが発生することがあります。このような場
合は、Bluetooth 画面の表示を閉じれば正常に
再生されます。
•	 Bluetooth オーディオ機器の機種の適合性に関
して、詳しくは Honda 販売店にお問合せくだ
さい。
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Bluetooth オーディオ機器を再生
する

Bluetooth オーディオを再生する

1     Bluetooth AUDIO

Bluetooth オーディオが再生されます。

•	再生を一時停止するには	 	を、再開する
には	 	をタッチします。
•	Bluetooth オーディオの種類によって、本
機からの再生、一時停止などの操作ができ
ないことがあります。この場合、Bluetooth
オーディオから操作してください。詳しくは、
Bluetooth オーディオの取扱説明書を参照く
ださい。

早戻し／早送りする

1 再生中に  （早戻し）または 
 （早送り）（長押し）

•	 	、	 	から指を離すと、通常の再生
に戻ります。
•	Bluetooth オーディオの種類によっては、本
機からの操作ができないことがあります。そ
の場合、Bluetooth オーディオ側から操作し
てください。詳しくは、Bluetooth オーディ
オの取扱説明書を参照ください。

前／次のトラックを再生する

1 再生中に  または  

•	 	を押すとトラックの先頭に戻り、さら
に	 	を押すごとに前のトラックに移動
します。
•	 	を押すごとに次のトラックに移動しま
す。
•	Bluetooth オーディオの種類によっては、本
機からの操作ができないことがあります。そ
の場合、Bluetooth オーディオ側から操作し
てください。詳しくは、Bluetooth オーディ
オの取扱説明書を参照ください。
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シャッフル再生をする

•	この機能は、AVRCP	Ver1.3 以上に対応し
た Bluetooth オーディオのみ使用できます。
•	Bluetooth オーディオの種類によって、
シャッフル再生ができない場合があります。

1     Bluetooth AUDIO

2 機能     シャッフル

3 目的の項目を選択

オフ：
全曲シャッフル、またはグループシャッフ
ルを解除します。
全曲：
Bluetooth オーディオ内の全トラックをラ
ンダムに再生します。
グループ：
現在再生中のグループ内のトラックをラン
ダムに再生します。

リピート再生をする

•	この機能は、AVRCP	Ver1.3 以上に対応し
た Bluetooth オーディオのみ使用できます。
•	Bluetooth オーディオの種類によって、リ
ピート再生ができない場合があります。

1     Bluetooth

2 機能     リピート

3 目的の項目を選択

1 曲：
現在再生中のトラックのみをリピート再生
します。
全曲：
Bluetooth オーディオ内の全トラックをリ
ピート再生します。
グループ：
現在再生中のグループ内のトラックをリ
ピート再生します。
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さまざまなアクセサリー機器やオプション機器の使いかたについて説明していま
す。

オーディオリモコンスイッチを使う
（別売）…………………………… 190

スイッチの使いかた	 ………………… 190

リモコンを使う（別売）………… 192

リモコンボタンの名称とはたらき	 … 192

リモコン操作時の注意	 ……………… 193

リモコンの使いかた	 ………………… 193

電池に関する警告	 …………………… 194

電池に関するご注意	 ………………… 194

電池を交換する	 ……………………… 194

リア席モニターを使う（別売）… 195

リア席モニターに表示できる映像	 … 195

リアカメラを使う（別売）……… 196

リアカメラの映像について	 ………… 196

リアカメラの映像を表示する	 ……… 196

リアカメラの画質を調整する	 ……… 197

ガイドラインを表示する	 …………… 198

表示ビューを切り替える	
（リアワイドカメラ接続時のみ）	 …… 198

フロントカメラ／コーナーカメラを
使う（別売）……………………… 200

カメラ映像について	 ………………… 200

カメラ映像を自動で映し出させる	 … 200

地点通過時にカメラ映像を	
自動表示する	 ………………………… 201

カメラ映像を手動で映し出させる	 … 201

コーナーカメラのガイドを	
表示させる	 …………………………… 201

SDカードを使う ……………… 202

利用可能なSDカード	……………… 202

SDカードに関する注意	 …………… 202

ナビマスターSについて	…………… 202

オープニング画面の取り込み	 ……… 203

TVサーチ情報の取り込み	 ………… 203

接続したビデオを見る（別売）… 204

VTR機器／ポータブル	
オーディオを接続する	 ……………… 205

VTR機器接続の設定を切り替える	… 205

ナビゲーションからQQコールを
利用する ………………………… 206

QQコールの主なサービス	 ………… 206

ナビゲーションからQQコールを	
利用するには	 ………………………… 207

QQコールに電話をする	 …………… 208

アクセサリー／オプションを使う
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スイッチの使いかた

 注意
•	操作パネル以外にも、ステアリング（ハンドル）パッドのリモコンで操作することができます。
• 車種により対応していない場合があります。

•	走行中運転の妨げにならないように十分注意してください。
•	車両によってオーディオリモコンスイッチが装備できない場合があります。
•	車両標準装備または別売の場合があります。

ボタンの名称とはたらき

CH スイッチ
VOL スイッチ

MODE スイッチ VOL スイッチ

CH スイッチ

SOURCE
スイッチ

■ MODEスイッチ／SOURCEスイッチ
オーディオソースを切り替えるときに使用します。ソースは次の順番で切り替わります。

FM1 ▶ FM2 ▶ AM ▶ DVD/CD ▶ Music Rack ▶ USB/iPod ▶ SD カード▶
Bluetooth オーディオ▶地上デジタル放送▶ VTR ▶ FM1
•	 機器の接続状態や本機の設定により切り替えられない場合は、次のソースへスキップします。

オーディオリモコンスイッチを使う（別売）
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オーディオ 
リモコン 
スイッチを
使う（別売）

リモコンを
使う（別売）
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リアカメラ
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（別売）

フロントカメラ／
コーナーカメラを
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SD カード 
を使う

接続した 
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る（別売）
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■ VOLスイッチ

オーディオ、テレビの音量を調整します。スイッチを長押しすることで、連続調整もでき
ます。
▲／ ：音量が大きくなります。
▼／ ：音量が小さくなります。

■ CHスイッチ
オーディオ、テレビの機能操作に使用します。それぞれ選択したソースによって機能が異なります。
詳しくは、本取扱説明書各項を参照ください。

ソース名 ＋－／ 短押し ＋－／ 長押し
FM/AM P.CH（プリセット選局） SEEK（自動選局）

Music Rack トラック（曲）選曲 ALBUM	UP／DOWN

SD カード トラック（曲）選曲 FOLDER	UP／DOWN

Bluetooth オーディオ トラック（曲）選曲 無効

CD トラック（曲）選曲 無効

DVD/DVD-VR チャプターを進める／戻す 無効

TV P.CH（プリセット選局） SEEK（自動選局）

iPod トラック（曲）選曲 無効

USB トラック（曲）選曲 FOLDER	UP／DOWN
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リモコンボタンの名称とはたらき

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1 AUDIO  ボタン
ナビゲーションモード、オーディオモードを切り
替えます。
2VOL ＋  ボタン／ VOL －  ボタン
音量を調整します。
3 ジョイスティック 実行  ボタン
地図ではスクロールや地点登録、メニューでは項
目などの選択と決定に使います。
DVDビデオモードのときは、上下左右いずれか
の方向に操作すると、ディスクメニューを表示し
ます。
4 目的地  ボタン
行き先を設定するための目的地メニューを表示し
ます。
5 現在地  ボタン
現在地を表示します。
6 詳細  ボタン／ 広域  ボタン
地図の表示スケールを切り替えます。押し続ける
と拡大／縮小を細かく切り替えることができま
す。（フリースケール）
ページ送りには対応していません。

7 周辺  ボタン
周辺検索メニューを表示します。
8 SOURCE  ボタン
オーディオモードのソースを切り替えます。
AV	OFF には対応していません。
9 ＞  ボタン
テレビ／ラジオ時：
プリセットチャンネルアップ
長押し時：
チャンネルのシークアップ
その他のオーディオソース選択時※1：
トラックアップ、トラックのサーチアップ

J BAND  ボタン
テレビ、ラジオのバンド切り替えなどを行います。
テレビ／ラジオ／ iPod 以外では、フォルダ／グ
ループなどのUPボタンとして機能します。
K  ボタン
使用しません。
L ＜  ボタン
テレビ／ラジオ時：
プリセットチャンネルダウン
長押し時：
チャンネルのシークダウン
その他のオーディオソース選択時※1：
トラックダウン、トラックのサーチダウン

M 情報  ボタン
VICS など、各種情報を見るための情報メニュー
を表示します。
N ビュー  ボタン
地図の表示方法を変えます。
O 戻る  ボタン
前の画面に戻ります。
P カラーボタン
地上デジタルTV放送のカラーキーを操作します。
Q d  ボタン
地上デジタルTV放送のデータ放送を受信します。
押し続けると、データ放送操作キー呼出画面を表
示します。
R 番組表  ボタン
EPG（電子番組ガイド）を表示します。

※1		DVD では、リモコンで操作できないメ
ニューがあります。その場合は、本機のタッ
チパネルで操作してください

リモコンを使う（別売）
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リモコン操作時の注意
リモコンをお使いになるときは、以下の点にご注
意ください。
●	本機のリモコン受信部に直射日光が当たってい
ると、操作ができないことがあります。このよ
うな場合は、直射日光をさえぎって操作してく
ださい。
●	リモコンは、直射日光の当たるダッシュボード
の上など、高温になる場所に放置しないでくだ
さい。本体の変形や電池の液漏れなど、故障の
原因となります。
●	リモコンの発信距離が短くなったり、操作可能
範囲が狭くなった場合は、リモコンの電池を交
換してください。
●	リモコンを 1ヶ月以上使用しないときは、液漏
れ防止のため、電池をリモコンから取り出して
ください。液漏れした場合は、液をよく拭き、
電池を交換してください。

リモコンの使いかた

1 本機のリモコン受光部に向けて操作
する

30度 30度
リモコン発信部

リモコンの発信部は、上下左右 30 度の範
囲で、リモコン受光部に向けて操作してく
ださい。

本機をリモコンで操作すると、自動的に「カー
ソル表示」設定がONに切り替わり、選択さ
れた項目がハイライト表示になります（P.106）。
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電池に関する警告
●	事故防止のため、電池は幼児の手の届かないと
ころに保管してください。万一、お子様が飲み
込んだ場合は、ただちに医師の治療を受けてく
ださい。
●	乾電池は充電しないでください。電池の破裂に
より、けがの原因となることがあります。
●	電池を機器内に挿入する場合は、極性（+極と
⊖極）に注意し、表示どおりに入れてください。
電池の極性をまちがえると破裂、液漏れにより、
けがや周囲を汚染する原因となることがありま
す。
●	使い切った電池はすぐに交換してください。液
漏れにより、周囲を汚染する原因となることが
あります。

電池に関するご注意
●	指定された電池以外は使用しない
	電池の破裂や液漏れにより、火災やけが、周囲
を汚染する原因となることがあります。
●	リモコン内に電池を入れるときは、極性（⊕極
と⊖極）に注意し、指示どおりに入れる
	指示どおりに入れないと、電池の破裂や液漏れ
により、けがや周囲を汚染する原因となること
があります。
●	加熱・分解したり、火・水の中に入れない
	電池の破裂や液漏れにより、火災やけがの原因
となることがあります。
●	金属製のボールペン・ネックレス・コインなど
と一緒に携帯または保管しない
	電池の破裂や液漏れにより、火災やけがの原因
となることがあります。
●	使用済みの電池は定められた方法および場所に
廃棄する
●	リモコンに付属の電池は、乳幼児の手の届くと
ころに置かないでください。誤って飲み込むお
それがあります。万一、飲み込んだと思われる
ときは、すぐに医者にご相談ください。

電池を交換する

1 電池カバーを開け、電池を取り出す

2 新しいリチウム電池（CR2032）を
⊕表示を上にして入れ、電池カバー
を閉める

はじめてリモコンを使用するときは、付属の電
池を入れてください。
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車の後席に別売のリア席モニターを増設すれば、後席で映像をお楽しみいただけます。

リア席モニターに表示できる映像
リア席モニターに表示できる映像は、以下のとおりです。リア席モニターにコントロールバーなどは表
示されません。走行中／停車中に関係なく映像が表示されます。
•	 DVDビデオ、DVD-VR
•	 テレビ
•	 VTR
•	 iPod ビデオ

•	DVD、テレビ、VTR、iPod ビデオ以外のソースを選択しても、リア席モニターには何も表示され
ません。
•	本機の画面でナビゲーション画面を表示中でも、リア席モニターには、再生中の映像が表示されます。

リア席モニターを使う（別売）



196

リアカメラの映像について
•	 カメラの映像は広角レンズを使用しているた
め、実際の距離と感覚が異なります。
•	 リアカメラの映像は鏡像です。鏡像とは、映し
出される画像が車両のバックミラーやサイドミ
ラーで見るのと同じ左右反転させた画像です。
•	 夜間または暗所ではリアカメラの映像が見えな
い、または見にくいことがあります。
•	 リアカメラは、レンズの結露防止のため防滴密
閉構造となっています。
•	 カメラ本体のネジを緩めたり、分解することは
絶対にやめてください。防滴性能の劣化をまね
き、故障などの原因となります。
•	 レンズ前面のカバーが汚れていると鮮明な画像
が得られません。水滴、雪、泥などが付着した
ときは、水を含ませたやわらかい布などで拭き
取ってください。ゴミなどが付いた状態で、乾
いた布などで強くこするとレンズカバーに傷が
付くことがあります。

リアカメラの映像を表示する

1 エンジンをかける

2 シフトレバーを R  （リバース）に
する

リアカメラの映像に切り替わります。
オーディオ関連の画像が表示されていると
きでも、リアカメラの映像が優先して表示
されます。

リアカメラを使う（別売）
リアカメラ標準装備車または本機に別売のリアカメラを接続している場合、車両の後方をモニターで見
ることができます。リアワイドカメラ標準装備車または本機に別売のリアワイドカメラを接続している
場合は、リアカメラ表示ビューを切り替えることができます。

警告
モニター画面だけを見ながら車を後退させることは、絶対にしないでください。必ず直接目で車の周
囲の安全を確認して、ゆっくりとした速度（徐行）でご使用ください。

 注意
• リアカメラが映し出す範囲には限界があります。また、リアカメラの画面上に表示されるガイドは、

実際の車幅・距離間隔と異なる場合があります。
• リアカメラの映像は、障害物などの確認のための補助手段として使用してください。雨滴などがカ

メラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
• 表示ビューの切り替え、画質の調整、ガイド表示の調整などをするときは、必ず安全なところに停

車してから操作を行ってください。
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•	 ビュー 	は、リアワイドカメラ接続時のみ表
示されます。
•	カメラ表示中に操作できるのは、操作パネ
ルの	 	、	 	、	 	、	 	、	

	、	 	別売のリモコンの上記同機
能ボタンです。
•	別売のオプションカメラを同時に接続するこ
ともできます。

リアカメラの画質を調整する

1 リアカメラ映像表示中に画面をタッ
チ

2 画質調整  

•	何もタッチしないまま 5秒が過ぎると	
画質調整 	は画面から消えます。

•	 コーション 	にタッチするとメニューの
表示位置を画面上部または下部のいず
れかに変更できます。

3 調整する項目を選択

明るさ：
明るさを調整します。
色合い：
色味を調整します。
色の濃さ：
色の濃さを調整します。
コントラスト：
明るさと暗さの差を調整します。
黒レベル：
黒レベルを調整します。

4 ＋  または －  
画面の映像を見ながら画質を調整します。

5 戻る

調整した画質に設定されます。

画質は昼画面と夜画面でそれぞれ設定できま
す。
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ガイドラインを表示する

1 リアカメラ映像表示中に画面をタッ
チ

2 ガイドライン表示

•	何もタッチしないまま 5秒が過ぎると	
ガイドライン表示 	は画面から消えます。

•	 コーション↓ 	をタッチすると、メニュー
の表示位置を画面上部または下部のいず
れかに変更できます。

ガイドラインが表示されます。
ガイドラインの表示は、設定した車両、ビュー
によって異なります。以下はノーマルビュー
表示時を例にとって説明します。

A

E E

B

D DC
A ： 車両後端から約 3mの位置を示します。
B ： 車両後端から約 2mの位置を示します。
C ： 車両後端から約 50cmまたは 1mの位
置を示します。

D ： テールゲートまたはトランクが開閉可
能な位置の目安を示します。

E ： 車幅＋約 25cmの目安を示します。

•	トップダウンビュー表示時（リアワイドカメ
ラ接続時のみ）は、A、Bは表示されません。
•	ガイドラインのCは車両またはガイドライン
の設定によって、表示される目安位置が変わ
ります。

表示ビューを切り替える 
（リアワイドカメラ接続時のみ）
リアワイドカメラ装着時に、リアカメラ映像の表
示ビューを変更することができます。

■ 表示ビューを切り替える

1 ビュー

ビュー 	 が点滅しているときは、表示
ビューを切り替えることができません。

2 ビュー選択

ノーマル：
車両の後方を確認します。
ワイド：
標準よりも広い範囲で車両の後方を確認で
きます。
トップダウン：
車両の後方を上から見下ろしたように確認
できます。
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 注意
表示ビューの切り替えは低速走行中でも可能で
すが、十分に周囲の安全を確認してから行って
ください。

ビュー選択表示後、5秒間何も操作が無い場合
は、リアカメラ映像に戻ります。

■ 次回表示時の表示ビューを設定
する

トップダウンビューでリアカメラ表示を終了した
場合の次回リアカメラ表示ビューを設定できま
す。

1   ▶  設定     その他設定   ▶  
リアカメラ次回表示ビュー設定

2 表示ビューを選択

前回表示ビューと同じ：
前回と同じ表示ビューで、車両の後方が表
示されます。
トップダウンビュー時は次回ワイドビュー：
次回リアカメラ表示時に、自動的にワイド
ビューに切り替えて表示します。
ト ッ プ ダ ウ ン ビ ュ ー 時 は 次 回 ノ ー マ ル
ビュー：
次回リアカメラ表示時に、自動的にノーマ
ルビューに切り替えて表示します。

ワイドビューまたはノーマルビューでリアカメ
ラ表示を終了した場合、次回のリアカメラ表示
は本設定によらず前回表示ビューと同じになり
ます。
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フロントカメラ／コーナーカメラを使う（別売）

カメラ映像について
•	 カメラの映像は広角レンズを使用しているた
め、実際の距離と感覚が異なります。
•	 夜間または暗所ではカメラの映像が見えない、
または見にくいことがあります。
•	 フロントカメラ／コーナーカメラシステムは、
レンズの結露防止のため防滴密閉構造となって
います。カメラ本体のネジを緩めたり、分解す
ることは絶対にやめてください。防滴性能の劣
化をまねき、故障などの原因となります。
•	 レンズ前面のカバーが汚れていると鮮明な映像
が得られません。水滴、雪、泥などが付着した
ときは、水を含ませた柔らかい布などで拭き
取ってください。ゴミ等が付いた状態で、乾い
た布等で強くこするとレンズカバーにキズが付
くことがあります。

カメラ映像を自動で映し出させる
自動表示停車が予測されたとき、カメラ映像が自
動で表示するかどうかを設定します。

1     設定     その他設定

2 フロントカメラ設定  または 
コーナーカメラ設定

3 フロントカメラ自動表示設定  または 
コーナーカメラ自動表示設定

OPTIONボタンを押すことでカメラ映像を手
動で表示することもできます。

ここでは、コーナーカメラを例にあげて説明しています。

警告
フロントカメラ／コーナーカメラはあくまで運転の補助手段として使用してください。安全のためカ
メラ使用時も目視による安全確認を行ないながら運転してください。

 注意
• 雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
• 画質の調整やガイド表示の調整などをするときは、必ず安全なところに停車してから操作を行って

ください。

車速判定機能により、停車が予測されると自動的にカメラ映像が映し出されます。また、動作する地点
を登録しておいても、自動的にカメラ映像を映し出すことができます。
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地点通過時にカメラ映像を 
自動表示する

 ■ 登録地ごとのカメラ映像自動表示を
設定する

自動表示設定された登録地点通過時に停車が予測
されたとき、カメラ映像を自動で表示するかどう
かを設定します。

1     設定     その他設定

2 フロントカメラ設定  または 
コーナーカメラ設定

3 登録地点検知

 ■ 登録地にカメラ映像自動表示を設定
する

登録地ごとに、カメラ映像を自動的に映し出すよ
う設定することができます。

1     設定     ナビゲーション

2 登録データの編集・消去     登録地点   
  地点選択    編集

3 アイコン     

•	現在地メニューから、現在地をカメラ地点と
して登録できます（P.22）。
•	地点メニューから、スクロール先の地点をカ
メラ地点として登録できます（P.54）。

カメラ映像を手動で映し出させる
カメラ映像を手動で表示するには、あらかじめ
OPTIONボタンにフロントカメラ／コーナーカ
メラ表示機能を設定する必要があります。

1
カメラの映像が表示されます。

•	再度	 	を押すか車を加速すると、直前に
表示していた画面に戻ります。
•	「パネル異状停止コーション」が表示された
場合は、	 	ボタンを押してもフロントカ
メラ／コーナーカメラは表示されません。

コーナーカメラのガイドを 
表示させる

1 カメラ映像表示中に画面にタッチ  
  ガイドライン表示  にタッチ

映像画質を調整できます（P.197）。

2 ガイドラインが表示されます。
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登録地の SDカードへのバックアップについて
は「よく行く地点を SDカードにバックアップ
する」（P.93）を参照してください。

利用可能な SD カード
SD カードをご購入の際は、規格に準拠した市販
品をお選びください。
本機でお使いいただける SDカードは以下のとお
りです。
•	 SDメモリーカード
•	 SDHCメモリーカード
•	 miniSD カード※
•	 microSDカード※
※	専用のアダプターが必要です。

本機では SDカードと互換のない記録メディアに
は対応していません。

•	miniSD アダプター、microSDアダプターを
本機内に残さないでください。
•	本機では、DRM（デジタル著作権管理）で
保護されたデータの再生はできません。

SD カードに関する注意
SD カードをお使いの際は、以下のようなことに
ご注意ください。
•	 SD カードは、ダッシュボードの上や直射日光
のあたる場所など、高温になる場所に放置しな
いでください。変形、故障の原因となります。
•	 SD カードの端子部に、手や金属で触れないで
ください。
•	 SDカードの最適化は行わないでください。
•	 書き込み中や読み込み中に SDカードを抜いた
り、エンジンを切らないでください。また、静
電気や電気的ノイズの影響を受ける場所では使
用しないでください。データが破壊されること
があります。
•	 操作パネルの開閉動作中や、操作パネルの角度
を調整した状態では、SDカードを取り出さな
いでください。記録したデータが破損、消滅す
ることがあります。
•	 SD カード内の大切なデータは、バックアップ
をとっておくことをおすすめします。
•	 SD カードへアクセスしている状態では、操作
パネルを開けないでください。
•	 SD カードのロックスイッチを「LOCK」にす
ると、記録・消去ができなくなります。

端子部

ロックスイッチ

SDカード

ナビマスター S について
本機に取り込む画像のサイズ調整や、アルバム情
報の更新には、弊社で提供しておりますパソコン
用の専用アプリケーション「ナビマスター S」が
必要です。
「ナビマスター S」は、以下の弊社ホームページか
らダウンロードできます。
・VXM-122VFi
http://www.honda.co.jp/navi/versionup/
vxm-122vfi/

・VXM-122VF
http://www.honda.co.jp/navi/versionup/
vxm-122vf/

「ナビマスター S」の操作方法は、アプリケーショ
ンの提供とあわせてご案内します。

SD カードを使う

http://www.honda.co.jp/navi/versionup/vxm-122vfi/
http://www.honda.co.jp/navi/versionup/vxm-122vf/
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オープニング画面の取り込み
SD カード内のオープニング画面データを 20 個
まで取り込むことができます。オープニング画面
として取り込んだ画像はほかの用途には使えませ
ん。

オープニング画面とは

オープニング画面とは、本機起動時に画面に表示
される画像のことです。デジタルカメラなどで撮
影したお好みの画像ファイルをオープニング画面
としてお使いいただけます（P.105）。

オープニング画面として画像を扱うには

オープニング画面は、以下の条件をすべて満たす
必要があります。
•	 パソコン用の専用アプリケーション「ナビマス
ター S」で作成した画像データを「opv」形式
で保存したもの。
•	 以下のフォルダ構造でファイルが保存されてい
ること。

PRIVATESDカード
CLARION

USR_OPNG

XXX.opv

オープニング画面を取り込む

1 オープニング画面の画像を保存した
SD カードを挿入（P.132）

2   ▶  設定   ▶  SDメモリーカード   
▶  オープニング画面の取り込み   ▶  
オープニング画面を選択  ▶  決定

オープニング画面が本機に取り込まれます。

TV サーチ情報の取り込み
TVサーチ情報とは、テレビで紹介された情報で、
本機で目的地を検索する際に使用できます。
継続的に施設を紹介する特定の番組から、クラリ
オン株式会社オリジナルデータとして過去 3年分
の情報を抽出・本機に収録しています。

TV サーチ情報を更新する

 注意
データの更新中は、本機に関する一切の操作を
行わないでください。データが破壊され、「TV
の情報から探す」（P.48）機能が正しく動作しな
くなる恐れがあります。

1 「ナビマスター S」の TV 情報機能を
使用し、SD カードへ TV サーチ情
報を保存します。

2 SD カードを使って本機の TV サー
チ情報を更新します。

  ▶  設定   ▶  SDメモリーカード   
▶  TVサーチ情報の更新   ▶  はい   
データの更新が終了します。
（「ナビマスター S」画面上の「？」マーク
をタッチすると、TV情報機能の取扱説明書
を参照できます。）

•	SD カードとパソコンを使用して TVサーチ
情報を更新することができます。
•	本機能を使用するには、インターネットに
接続できるパソコン、情報を取得するため
のパソコン用専用アプリケーション「ナビ
マスター S」が必要になります。	 	
詳しくは「ナビマスターSについて」（P.202）を
参照してください。なお、TVサーチ情報は
過去 3年分を収録しているため、データを更
新すると、古いデータは消去され、過去 3年
以内の情報のみになります。消去したくない
施設は、あらかじめ地点登録などをしておい
てください。
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接続したビデオを見る（別売）
別売のVTRコード接続時のみVTR機器／ポータブルオーディオの視聴ができます。

警告
運転者がテレビやビデオを見るときは、必ず安全な場所に車を停車させてください。本機は安全のため、
停車時のみテレビやビデオの映像を見ることができます。走行中は、音声だけ聴くことができます。

 注意
接続する VTR 機器を車室内に放置しないでください。炎天下など、車室内が高温となり、故障の原因
となります。

映像端子

音声端子

VTRコード（別売）

AUDIO IN

VIDEO IN
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VTR 機器／ポータブル 
オーディオを接続する

1 別売の VTR コードで、本機とお手
持ちの VTR 機器／ポータブルオー
ディオを接続

•	映像入力端子と音声入力端子を正しく
確実に接続してください。
•	接続したVTR機器／ポータブルオーディオ
の取扱説明書をあわせて参照ください。

2   ▶  VTR

別売の VTR コードを接続していない場
合、または iPodの接続方法を「USB+VTR
接続（アナログ音声）」（P.184）に設定して
いると、 VTR は表示されません。

3 VTR 機器／ポータブルオーディオを
操作
VTR 映像が再生されます。

•	VTR 操作画面の	 画面切替 	をタッチすると、
画面の表示サイズを切り替えることができま
す。詳しくは、「画面サイズを切り替える」（P.160）
を参照してください。
•	VTR 操作画面の	 画質調整 	をタッチすると、
映像の画質を調整することができます。詳し
くは、「画質を調整する」（P.161）を参照してく
ださい。

VTR 機器接続の設定を切り替える

1   ▶  設定   ▶  その他設定   ▶  
VTR接続設定

VTR 機器接続：
VTR 機器やポータブルオーディオ機器を接
続するときに選択します。
iPod Video 接続：
iPod のビデオ映像を見る場合は、こちらの
接続方法を選択します。本設定を行うとソー
ス選択画面の	 VTR 	は非表示になり、VTR
機器は使用できません。

接続方法を変更後に iPod を使う場合は、一旦、
iPod の USB コード接続を外し再度接続してく
ださい。
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QQコールは、ドライブの出発前から到着後まで、安全・安心なドライブをサポートするHonda 車専
用のロードサービスです。路上救援だけでなく、代替交通費の補償や、修理後の車両搬送など充実のア
フターフォローでカーライフをサポートします。

QQ コールの主なサービス

 ■ 路上救援
•	 落輪、乗り上げ
•	 雪道、泥道などでのスタック
•	 パンク（スペアタイヤ）交換
•	 故障応急処理（キー閉じ込み、バッテリー上がり含む）
•	 燃料切れ（ガソリン、軽油）10L 無料（年 1回）
 ■ アフターフォロー
•	 走行不能時の牽引：最寄りのHonda 販売店まで無料（距離制限 30km）
•	 帰宅、旅行など予定継続手段の手配：1名につき最大 5万円（総額 10万円まで）
•	 修理が必要で最寄りのHonda 販売店が閉店時には車両を保管
•	 ドライブ中の急病やケガに際し、最寄りの病院を紹介。救急車の手配も。
•	 事故の際、加入されている保険会社への連絡が必要な場合、連絡を代行（※）
•	 修理後、自宅近くのHonda 販売店まで無償搬送（全国距離無制限）
•	 ご要望に応じ、ご家族、ご友人、会社などへメッセージ

※		保険会社に連絡した内容に関しての責任は負いかねますので、ご了承ください。制度上、警察への
連絡は、お客様から行っていただく必要があります。

【ご注意】 「QQコール」は有料ロードサービスです。別途Honda 販売店でのお申し込みが必要です。	
	 お申し込み、お問い合わせはお近くのHonda 販売店まで。
	 詳しくは、QQコールホームページ：http://www.honda.co.jp/qqcall/

ナビゲーションから QQ コールを利用する
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ナビゲーションから QQ コールを利用するには
ナビゲーションからQQコールを利用するには、以下の手続き、操作が必要となります。

QQコールの手続きをする

QQコールの入会申込
専用の登録申込書に必要事項を記入

Honda 販売店へ

Honda 販売店が行います

オンライン登録
登録申込書を基にお客様を登録

QQコール設定
お客様のナビゲーションシステムに	

QQコールの設定

Bluetooth 対応携帯電話を接続※

お手持ちのBlutooth 対応携帯電話と	
本機を接続する

QQコールをお使いいただけます

※		本機に接続できる携帯電話をお持ちでない場合は、画面にQQコールセンターの電話番号が表示され
ますので、お手持ちの携帯電話などを使ってQQコールに電話をかけられます。	 	 	
携帯電話の接続方法について詳しくは、「電話を利用する」（P.111）を参照ください。
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QQ コールに電話をする
ハンズフリー機能を利用して、QQコールに連絡します。

•	QQコール表示中は、以下の機能のみ操作できます。
•	北方向上地図／進行方法上地図の切り替え
•	地図の拡大／縮小
•	地図スクロール
•	音量調整
•	現在地表示

•	 QQコール 	は、入会手続きと設定を行わないと表示されません。	
入会手続きと設定はHonda販売店にて行います。詳しくは、Honda販売店にお問い合わせください。

1     QQコール

2 発信  をタッチする
QQコールのコールセンターに電話がかかります。
本機に表示されるマップコードをアシスタンスコー
ディネーターに伝え、指示に従ってください。

•	上記の画面が表示されない場合は、携帯電話が接続されていません。あらかじめ携帯電話を接続し
てください。
•	QQコールのコールセンターに連絡できるのは、お使いの携帯電話の通話可能区域内です。
•	 発信 	をタッチしてもつながらない場合や、バッテリー上がりなどで本機を起動できない場合は、
携帯電話などから直接コールセンターに電話してください。
•	走行中はQQコールの電話番号およびマップコードは表示されません。車を安全な場所に停車して
から操作を行ってください。
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