
スタンダードインターナビ

VXM-214VFi
クイックスタートガイド

AV 画面 /AUDIO メニュー画面

電源を入れる
電源を入れる：�車のエンジンスイッチをアクセサリー、または

オンに入れます。
電源を切る：車のエンジンスイッチをオフにします。

選択しているソースのAV画面
を表示します。

目的地メニュー
目的地メニュー画面を表示
します。

現在地図画面
現在地図画面を表示します。 AV画面表示中に押すとAUDIO

メニュー画面を表示します。

U
T

画面の切り替えかた

①

①

②

②

③

③

AVの基本操作
■■ソース（音源）を切り替える
1.	【 AUDIO 】を 2 回押す

AUDIO メニュー画面が表示され
ます。AV画面を表示していると
きは１回押すとAUDIO メニュー
画面を表示します。

2.	切り替えたいソースにタッ
チする

ページ切り替え

ページ切り替え

■■音量を調整する
1.	【 ー / ＋ 】(VOL) を押す

0〜 40の範囲で調整できます。

■■オーディオ機能をオン /■
オフする

1.	【 8 】を押す

押すたびにオーディオ機能が�
オン、オフします。

■■交通情報を受信する
1.	【 AUDIO 】を 2 回押す
2.	［交通情報］にタッチする

ラジオ（AM/FM）を聴く
■■ソース（音源）を切り替える
1.	【 AUDIO 】を 2 回押す
2.	［AM］または［FM］にタッ

チする

■■放送局をリストから選局する
現在受信できる放送局がリストで表示
されます。
1.	［放送局リスト］にタッチする

2.	受信する放送局にタッチする

TVを視聴する
■■ソース（音源）を切り替える
1.	【 AUDIO 】を 2 回押す
2.	［TV］にタッチする

■■操作ボタンを表示する
1.	TV 画面にタッチする
操作ボタンが表示されます。操作
ボタンは一定の時間がすぎると消
えます。画面右上の�［非表示］�で
も消すことができます。

■■プリセットから選局する
1.	［プリセット切替］にタッチ

して「エリア」を選択する
2.	［1］から [12] にタッチする

①
②

エリア

■■DVD/CDを入れる
1.	【  】を押す
2.	［DISC］にタッチする

3.	ディスクを挿入口に入れる

フロントパネルが自動的に閉じます。

■■DVD/CDを出す
1.	【  】を押す
2.	［DISC］にタッチする
フロントパネルが開き、ディスク
が排出されます。

3.	ディスクを取り出す
4.	【  】を押す
フロントパネルが閉じます。

■■ SDカードを入れる
1.	【  】を押す
2.	［オープン］にタッチする

3.	SD カードを挿入口に入れる

切りかき

SDカードは、切りかきを右上に
して挿入し、突き当たるまで奥に
差し込んでください。

4.	【  】を押す
フロントパネルが閉じます。

■■ SDカードを出す
1.	【 8 】を押す
オーディオ機能をオフします。

2.	【  】を押す
3.	［オープン］にタッチする
4.	SD カードを取り出す
SDカードをいったん押し込んで
から、つまんで引き出します。

5.	【  】を押す
フロントパネルが閉じます。

■■USB機器を接続する
1.	USB 接続ジャックのカバー

を開ける
2.	USB 機器を接続する

USBメモリーデバイス
コード（別売）

■■USB機器を取り外す
1.	【 8 】を押す
オーディオ機能をオフにします。

2.	USB 機器を取り外す

■■ iPod/iPhoneを接続する
1.	USB 接続ジャックのカバー

を開ける
2.	iPod/iPhone を接続する
iPod/iPhone に付属の接続ケーブ
ルは車内に放置しないでください。

iPod/iPhone
に付属の�
接続ケーブル

■■ iPod/iPhoneを取り外す
1.	【 8 】を押す
オーディオ機能をオフにします。

2.	iPod/iPhone を取り外す

CD、DVD、USB、SD、iPod、Bluetooth オーディオの画面操作
■■音楽CD

●② ●① ●② ●⑥

■■オーディオファイルディスク

●③ ●② ●① ●② ●③ ●⑥

■■DVDビデオ

●② ●②●① ●④ ●⑤

■■USB/SD

●③ ●② ●① ●② ●③ ●⑥

■■ iPod

●② ●① ●② ●⑥

■■ Bluetooth オーディオ

●② ●②●① ●① ●⑥

① [ K ]
再生 / 一時停止（ポーズ）します。

② [ E / F ]
前または次の曲/チャプター/ファ
イルを選択します。

③ [  /  ]
前または次のフォルダを選択します。

④ [ I ]
再生を停止します。

⑤ [ メニュー / トップメニュー ]
DVD ディスクのメニューまたは
トップメニューを表示します。

⑥ [ リスト ]
再生する曲をリストから選択でき
ます。

■■リストから曲を選択する
1.	[ リスト ] にタッチする
2.	再生するカテゴリーまたは

フォルダ、曲にタッチする

［トップ］：一番上の階層に移動します。
［一つ上］：一つ上の階層に移動します。
［Play］：該当するリストの先頭の

ファイルから再生されます。

■■DVDディスクメニューを操
作する

1.	DVD ディスクメニュー表示
の画面にタッチして [ 表示 ]
にタッチする

2.	  にタッチする
3.	各ボタンにタッチして操作

する

/ / / ：
タッチした方向にメニューのカーソ
ルを移動します。

［リターン］：ディスクメニューの 1
階層上の項目を表示します。

［決定］：選択中の項目を実行します。

［非表示］：操作ボタンを消します。

PART NO. 08A40-PH5-P100-80
PART NO. B5K-0712-00

• USB 接続ジャックの形状や取付位置は、車両によって異なります。
• USB 機器または iPod/iPhone を使用するときは、USB 接続ジャックにそ

れぞれを接続し直す必要があります。

DVD/CD/SDカードを出し入れする USB機器 /iPod/iPhoneを接続する

• DVD ビデオ、USB/SD のビデオファイルを再生中は、画面にタッチする
と操作ボタンが表示されます。操作ボタンは一定の時間がすぎると消えます。
画面右上の ［非表示］ でも消すことができます。

• Bluetooth オーディオは初期登録する必要があります。裏面「Bluetooth
機器を登録する」をご覧ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

この QR コードは生産管理用です。操作説明とは一切関係ありません。
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目的地を探す
本機の目的地メニュー画面に表示されるさまざまな方法を使って、行き先（目的地）を探すことができます。

1.	【 MENU 】 を押す

2.	検索方法にタッチする
住所や電話番号などわかることか
ら目的地を検索してください。

❶❷

❸

3.	［目的地にする］にタッチする

表示している地点が目的地に設定
され、ルート案内が開始されます。

自宅を登録する
自宅を登録すると、お出かけ先から自宅までのルート案内を簡単に始めるこ
とができます。
1.	【 MENU 】 を押す
2.	［自宅］にタッチする

メッセージが表示されます
3.	［はい］にタッチする
4.	［住所］にタッチする
ここでは住所で説明します。

5.	画面に従って自宅の住所を
入力する

6.	［登録］にタッチする

メッセージが表示されます
7.	［はい］にタッチする
8.	［決定］にタッチする

この画面で自宅の名称を編集する
ことができます。

自宅に帰る
本機に登録した自宅までのルート案内
を開始します。
1.	【 MENU 】 を押す

2.	［自宅］にタッチする

メッセージが表示されます。
3.	［はい］にタッチする
自宅へのルート案内が開始されま
す。

ルート案内を中止する
ルート案内を途中で中止します。
1.	【 MENU 】 を押す

2.	［ルート］にタッチする

3.	［案内中止］にタッチし、［は
い］にタッチする

ルート案内が中止され、現在地図
画面が表示されます。

■■名称から探す
会社や店舗などの施設名（読みがな）から行き先を探します。
1.	❷［名称］にタッチする
2.	施設の名前を入力して、［検

索］にタッチする

①
②

施設名の入力時に、「 」゙（濁点）
や「 」゚（半濁点）は省略できます。
清音で入力してください。また、
「っ」（促音）や「ゃ」「ゅ」「ょ」
など（拗音）は、通常の文字で入
力してください。

3.	行き先にタッチする

［エリア指定］：
［地域を指定］：住所を入力して検索
します。
［地図から指定］：地図をスクロール
して場所を指定します。
［現在地周辺］/［目的地周辺］/
［経由地（1〜5）周辺］：
指定した地点の周辺地図が表示され
ます。

［ジャンルで絞り込む］：
さらにジャンルで絞り込みます。

4.	［  ］/［  ］にタッチして、
目的の施設を選び［この地点
を選択］にタッチする

①
②

インターナビ画面
インターナビの情報を利用します。
1.	[internavi] にタッチする

2.	利用する項目にタッチする

① ③ ④⑤

②

① internavi ダイレクト
インターナビでよく使う機能を表
示します。項目はカスタマイズす
ることができます。

② メッセージセンター
インターナビが発信するメッセージ
が表示されます。

③ メニュー
インターナビで利用できるメニュー
が表示されます。

④ 販売店連絡先
My ディーラー、任意保険の連絡
先が表示されます。

⑤ 緊急サポート
路上での事故や故障などのトラブ
ルに対応する緊急サポートセン
ターの電話番号、現在地のマップ
コードが表示されます。

1.	【 現在地 】 を押す

現在地図画面を表示します。

■■地図の縮尺を変える
1.	［広域］または［詳細］に 

タッチする

■■地図の向きと2D/3D表示
を切り替える

1.	コンパスボタンにタッチする

（ノースアップ）
地図の北が画面の上方向になるよう
に表示されます。

（ヘディングアップ）
進行方向が画面の上方向になるよう
に表示されます。

（3D ビュー）
進行方向が画面の上方向になる向き
で、3D地図が表示されます。

■■電話番号 /郵便番号で探す
電話番号、郵便番号から行き先を探し
ます。
1.	❸［番号］にタッチする
2.	検索に使用する番号の種類

にタッチする

3.	番号を入力して、［検索］に
タッチする

①
②

• ：カーソルの前にある文字を
消去します。

• 電話番号と郵便番号のハイフンは
入力しません。

• 郵便番号で検索した場合は、郵便
番号が使用されている地域の地図
が表示されます。

• 電話番号検索で指定した番号に該
当する施設がない場合は、局番が
使用されている地域の地図が表示
されます。

• 個人宅を電話番号で検索すると、
個人宅の名字の入力が必要になり
ます。名字の読みを入力して[検索]
にタッチします。

■■住所から探す
住所から行き先を探します。
1.	❶［住所］にタッチする
2.	画面に従って行き先にした

い住所を選ぶ

①

②

• [ 番地を入力 ] にタッチすると番地
の入力画面が表示され、番地（丁目、
番、号など）をテンキーで入力で
きます。

• [ あ］〜［わ］にタッチすると都道
府県名、市区町村名、地名を頭出
しします。

• ［代表地点］にタッチするとそれぞ
れの代表地点を地図で表示します。

1.	画面にタッチして上下左右
に動かす

指の動きに合わせて地図がスク
ロールし、スクロール地図画面に
なります。

⑦ ⑧

③
④

①

②
⑤

⑥ ⑨

*

*

⑨

①マップコード表示 / 緯度 / 経度表示
スクロールした地点のマップコー
ド、緯度 / 経度を表示します。

② フライビューマップ
スクロールした地点を広域地図で
表示します。

③ ［目的地にする］：
この地点を目的地に設定します。

④ 地点情報
カーソルの位置の地点情報（住所
や名称など）と現在地への距離と
方向（矢印）が表示されます。

⑤ ［ボタン消］：
⑥、⑦と * の表示を消します。消
すとインジケータが緑になりま
す。もう一度タッチすると⑥、⑦
と * を再度表示し、インジケータ
の緑が消えます。

⑥ ［登録］：
この地点を登録します。

⑦ ［提携 P］：
カーソルのあるランドマークに提
携駐車場があるとタッチすること
ができます。タッチすると提携駐
車場を目的地に設定できます。

⑧ （カーソル）
地図画面の中心点に表示されます。

⑨ 地図回転ボタン
３D ビュー表示のときに表示され
ます。タッチするとカーソルを中
心に地図を回転できます。

スクロール地図画面の見かた現在地図画面の見かた

■■ルート案内画面の見かた

本機のルート案内と実際の交通規制
が異なる場合があります。実際の交
通規制に従って走行してください。

④ ③

①

⑤

②

① 到着予想時刻と距離
対象の行き先（次の経由地または目
的地）への到着予想時刻と距離が表
示されます。

② 案内ポイントでの割り込み表示
• 音声案内の前には“ポーン”と案内警

告音が鳴ります。案内警告音は鳴らな
いように設定することができます。

• ルート案内ポイントの直前では“ポ
ンポン”と音が鳴ります。

③ 次案内ポイント情報
次の案内ポイントの交差点名、距離、
および進行方向が表示されます。

④ レーン情報表示
白色矢印：通過可能レーン
緑色矢印：誘導レーン

⑤  案内ポイント

Bluetooth 機器を登
録する
1.	登録する Bluetooth 機器の

Bluetooth 機能をオンにする
2.	Bluetooth 機器で

“Gathers”を選ぶ

Bluetooth 機器に PIN コード入
力が表示される場合は「0000」
を入力します。

3.	デバイス名とパスキーを確
認し、［はい］にタッチする

PBAPに対応している機器の
場合は「このBluetooth 機
器の電話帳を登録しますか？」
と表示されます。

［はい］：
電話帳の登録が始まります。
機器によってはアクセスを許可す
る操作が必要な場合があります。
アクセス許可の操作を行うと電話
帳の登録が始まります。

［いいえ］：
電話帳の登録はしません。

登録と接続が完了すると、本機の画面
に Bluetooth 接続中アイコンが表示
されます。

• 詳しくは取扱説明書をご覧ください。
• 手順 2 のデバイス名と PIN コード

は設定を変更できます。変更した
デバイス名、PIN コードにします。

• 電話帳を登録するときに、接続機器
で電話帳への同期や共有を許可しな
いと本機への登録はできません。

ハンズフリーを使う
■■電話を受ける

電話を着信すると、着信画面が表示さ
れます。
1.	  にタッチする

［ ］：通話を終了します。

■■電話をかける
1.	【 MENU 】 を押す

2.	［電話］にタッチする

3.	［10 キー］にタッチする

4.	電話番号を入力して、  
にタッチする

①
②

［ ］：通話を終了します。
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