
Printed in Japan

車のエンジンスイッチを
Ⅰ（アクセサリー）またはⅡ（ON）に
入れる。

電源を入れる メッセージ画面（VXM-135VFNi）

しばらく
すると…

現在地表示画面（例）

自宅まで探索する自宅まで探索する

簡単操作マニュアル簡単操作マニュアル

地名の頭文字タッチで該当する
地名を表示します。
※頭文字をタッチするたびに頭文字の
行の文字を順に表示します。

地名を入力して検索することも
できます。

※個人宅電話番号検索の場合は、
電話番号登録者入力画面が表
示されます。

※施設・出入り口情報のリスト
画面が表示された場合は、リ
ストより選択してください。

※さらに細かくリスト画面が
表示された場合は、リスト
より選択してください。

PART No. 08A40-5RO-4000-80
PART No. YEFM0410366

ナビゲーションの操作
メニュー画面

メニュー画面表示メニュー画面表示

地図画面を切り替える地図画面を切り替える
画面右上の 戻る をタッチ
してください。

一つ前の操作に戻る一つ前の操作に戻る

登録方法を選びタッチする。 リストから選びタッチする。

：地点マークが表示されます。

¡別売のフロントカメラ／コーナーカメラを接続した場合は、登録地点またはカメラ地点として登録することができます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

自宅を登録する自宅を登録する

地点を登録する地点を登録する
画面をタッチして地図をス
クロールさせ、登録したい
場所にカーソル（　  ）を合
わせ 設定 ➡ 地点登録 を
タッチします。

： 案内スタート をタッチ
すると、ルート案内を開
始します。

住所で… リストから選びタッチする。

リストから選びタッチする。

電話番号で…

周辺施設で…

数字をタッチして入力し、
 検索 をタッチする。

ルート探索をする

：ルート案内を停止します。
※タッチするたびに
案内ストップ←→案内スタート
が切り替わります。

ルート探索をする

＊1印･･･現在地またはスクロール先を検索
します。

＊2印･･･ルート沿いを検索します。
（ルート案内走行中のみ表示され
ます。）

＊3印･･･目的地周辺を検索します。
（ルート案内走行中のみ表示され
ます。）

3D表示北方向を上 進行方向を上

※この機能を使うにはあらかじめ自宅を登録しておく必要があります。

：自宅までのルートを探索し、 案内スタート をタッチ
すると、ルート案内を開始します。
 ※ルート案内設定の“全ルートの表示”が「しない」の場合は、

自動的にルート案内を開始します。
 ※すでに探索されているルートがある場合、ルートを消去す

るかどうかのメッセージが表示されます。
　　  をタッチした後、ルート探索を開始します。はい

ルート案内を停止するルート案内を停止する

VICS情報を見るVICS情報を見る

：ルート案内を停止します。
※タッチするたびに
案内ストップ←→案内スタート
が切り替わります。

メニュー画面で… 地図画面表示で…

¡ インターナビ・リンクのサービスをご利用いただくには、お買い求めのHonda
販売店でインターナビ・リンク　プレミアムクラブの入会申込みが必要です。

¡ 本機には無料の送信サービス「リンクアップフリー」が付帯しています。車検時
にHonda販売店で更新手続きを行うことで、無料通信期間が延長されます。

¡ 通信機器が接続されている場合、目的地を設定してルート探索を行うと、自動
的に目的地方面の交通情報などを受信し、最適なルート誘導を行ないます。
また、任意の地点でデータを取得することもできます。
※internavi交通情報設定のルート案内時連動取得が「全ての情報」または
「交通情報のみ」に設定されている場合は、自動的に交通情報などを受信
します。

¡ 詳しくは「取扱説明書 ナビゲーション・オーディオ編」／「取扱説明書 イン
ターナビ・リンク プレミアムクラブ編」をご覧ください。

インターナビに接続するインターナビに接続する [インターナビモデル　VXM-135VFNiのみ]

※VXM-135VFNでは、上記
画面で　　　　　　ボタンが
表示されます

SDルート

住所から探す場合
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オーディオの操作
モードを選択するモードを選択する

音楽CDを録音する音楽CDを録音する

AV MENU画面（例）

1 　　　  をタッチする。
 ※すでにモードを選択している場合は、

ラストモードで表示されます。変える
場合はもう一度   　　　をタッチして
ください。

2 操作したいモードボタンを
タッチする。

 ※選択したそれぞれのモード画面が
表示されます。
AV MENU画面につきましては、
z H-10を参照ください。

1     （OPEN／ EJECT）➡
 OPEN をタッチする。

2 ディスク挿入口にディスク
を挿入する。

：音楽を再生しながら本機へ追っかけ
　録音が開始されます。

CDモード画面（自動録音設定時）
未録音の場合（例）

MP3モード画面（例）

（現在の車の位置周辺の放送局を呼び出します。）

FMモードTOP画面（例）

CD／MP3／WMA／を聞くCD／MP3／WMA／を聞く

2 ディスク挿入口にディスクを挿入する。
　：再生が開始されます。

ラジオを聞くラジオを聞く

Music Rackに録音した曲を聞くMusic Rackに録音した曲を聞く
Music Rackモード画面（例）

■ エリア選局をする場合

：再生が開始されます。
選曲モード 
選曲モード（全曲／アルバム／アーティスト／ジャンル／
ミュージックエスコート／お気に入り）から再生したい曲
を絞り込んで検索することができます。

※対応可能なSDカードを使用してく
ださい。

z O-2 ～ O-5参照

SDカードに保存されている曲を聞くSDカードに保存されている曲を聞く

ハンズフリー機能を利用するハンズフリー機能を利用する

2 SDカード挿入口にSDカードを
差し込む。

※ラベル面を上にして矢印の方向に“カチッ”
と音がするまで差し込んでください。

SDモード画面（例）

1  エリア をタッチする。

DVDを見るDVDを見る

2 ディスク挿入口にディスクを挿入する。
　：再生が開始されます。

DVDモード画面（例）

□ DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合は…
3 画面のメニュー項目を直接タッチする。
 ※ディスクによっては直接タッチできない場合があります。その場合はカーソルキーを表示させて選択してください。
　　  z P-10　手順　　参照4

¡SDカードとUSB機器を外すときは、必ず標準キーの　　 をタッチしてモードを終了（OFF状態に）させてください。
終了させないで外すとデータやSDカード／USB機器がこわれるおそれがあります。

¡USB機器を使用するとき、またはiPodを使用するときは、USB接続ジャックにそれぞれを接続しなおす必要があります。
★印…USB接続ジャックの取付位置は、車両によって異なります。各車両の取付位置につきましては、Honda販売店に

ご確認ください。

録音したい曲を選択したい場
合は 録音中止 （★）をタッチ
して録音を止めて操作しなお
してください。

z I-5参照 

（★）

※FM放送とAM放送の切り替えは、TOP
画面のとき FM/AM をタッチします。

エリア表示 ボタン

2  エリア表示 の中から
聞きたい放送局をタッチする。

　：選択した放送局を受信します。

2

※エリア選局の他にも標準キーの　　／　　（選局）をタッチ
して選局する手動選局／自動選局などがあります。
z J-4 ～ J-7参照

走行中は音声のみとなります。

SDカード

録音中表示される。

DVDディスク

CD／MP3／WMA
ディスク

USB機器に保存されている曲を聞くUSB機器に保存されている曲を聞く
1 別売のUSB接続ジャックと別売
のUSBメモリーデバイスコード
を使用してUSB機器を接続する。

※対応可能なUSB機器を使用してく
ださい。

z M-2～M-4参照

USBモード画面（例）

z M-5参照

※対応可能なiPodを使用してくださ
い。

　z N-3参照

iPodモード画面（例）

※初期登録する必要があります。
z S-1参照

1

iPod本体

別売 ★

別売

 VTRコード

別売

 iPod接続コード

AUDIO IN 左（白）

AUDIO IN 右（赤）

VIDEO IN（黄）

（白）

（赤）

（黄）

 USB接続ジャック

iPodを聞くiPodを聞く

「　　　　　　」に
従って USB を
タッチする。

モードを選択するモードを選択する

「　　　　　　」に
従って SD をタッチする。
モードを選択するモードを選択する

「　　　　　　」に
従って iPod を
タッチする。

モードを選択するモードを選択する

1 別売のUSB接続ジャックに別売のiPod接続コードを接続し、iPod本体に接続する。
　 z N-4参照

※別売のVTRコードを接続すると映像の再生が可能となります。

別売

 USBメモリーデバイスコード
市販

 USB機器
（USBフラッシュメモリ／ウォークマン®）

別売

 USB接続ジャック
★

2

CDディスク

本機

1-21-2

1-21-2

1-21-2

1     （OPEN／ EJECT）➡
 OPEN をタッチする。

1     （OPEN／ EJECT）➡
 OPEN をタッチする。

1-1

1-1

1-1

1-21-2
1-1

1     （OPEN／ EJECT）➡
 OPEN をタッチする。

1

Bluetooth®機能を利用して、携帯電話を操作することなく画面をタッチして
ハンズフリーで「電話を受ける」「電話をかける」などの電話機能が利用できます。
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AUDIO

AUDIO

付属のマイク




