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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…

■著作権保護のために…

※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。

・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、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。

・本機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。
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本書の構成
この「取扱説明書」は、VXS-092CViの取り扱い方法を説明しています。お使いになる前
によくお読みになり、大切に保管してください。
本機の基本的な使い方を、さらにやさしく解説した「基本操作ガイド」も併せてご覧ください。
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。あらかじめご了承く
ださい。

ナビゲーションを使う
ナビゲーションを使ってみよう 29
地図画面の操作方法を説明しています。

目的地・地点を探す 53
地点を探す方法を説明しています。

ルートを設定しルート誘導に従う 87
ルートを設定し、ルート誘導にしたがって走行する方法を説明しています。

よく行く地点・よく使うジャンルを登録する 131
よく行く地点を登録リストに登録したり、よく使うジャンルをお好み設定に登録する
方法を説明しています。

情報を利用しよう 147
FM VICSやVICSビーコン、インターナビなどの交通情報を利用して、快適なドライ
ブを楽しむ方法を説明しています。

ナビゲーションの設定をするには 169
ナビゲーションシステムの各種設定について説明しています。

音と映像を楽しむ
音と映像を楽しむには 209
本機で音と映像をお楽しみいただくために知っておいていただきたいことを説明して
います。

ラジオを聴く 215
AM・FMラジオを受信して聴けます。

地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビを観る 227
地上デジタル放送（ワンセグ）のテレビを観られます。



本書の構成

4　VXS - 092CVi

DVDを観る 243
市販のDVD-VIDEO、ご家庭で録画したDVD-R/RW（VRモード）を観られます。

CD・MP3ディスク・SDカードの音楽データを聴く 275
CD、MP3形式の音楽データを保存したディスク、MP3形式の音楽データを保存し
たSDカードをセットして、音楽を聴けます。

MUSIC RACKを聴く 293
CDを本機に録音できます。録音した音楽を呼び出して聴けます。

iPod（別売）を聴く／観る 321
別売のiPodを接続して、iPod内の音楽データを聴いたり、iPodビデオを観ることが
できます。

音と映像の設定をする 335
オーディオ・ビジュアルに関する設定ができます。

機器を利用する
本機に接続できる機器 344
本機に接続してお使いいただける機器の種類を説明しています。

電話を使う 345
本機とBluetooth対応の携帯電話を接続して、ハンズフリーで電話をお使いいただけ
ます。

SDカード（別売）を使う 375
別売のSDカードを使って、登録地や施設情報、iPod画面やオープニング映像を取り
扱えます。

その他の便利な機器を使う 393
その他、リモコン、ビデオなど、本機で使える便利な機器について説明しています。

その他 415
その他、知っていると便利な設定や本機を手放すときの注意事項について説明しています。

困ったときに 423
故障かな？と思ったときや困ったときにご覧ください。

付録 443
参考となる資料を記載しています。
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施設の名前から探す ..............................57

ジャンルから探す ..................................59
ジャンルを選んで探す ...............................59
キーワードを入力して探す .......................61

周辺の施設をジャンルから探す ..........63
よく使うジャンルから一括して施設を
探す ..........................................................63
よく使うジャンルから施設を探す ...........65
現在地または地図表示周辺の施設を探す
..................................................................66
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郵便番号から探す ..................................77

地図から探す .........................................78

マップコードから探す ..........................79

SDカード（別売）から探す ................80

自宅に帰る .............................................82

施設情報を確認する ..............................83
施設情報をQRコードで読み取る .............84

こんな画面が表示されたら ..................85

ルートを設定しルート誘導に従う
目的地を見つけたら・・・ ..................88
すぐにルートを設定する ...........................88
計算条件を変えてルートを設定する .......89

ルート案内に従って走行する ..............91
ルート誘導中の案内表示 ...........................91
ルート誘導中の音声案内 ...........................98
目的地を表示する ......................................99
次の案内地点を表示する ........................100
渋滞情報を表示する ...............................100

ルートを変える...................................101
ルートを再設定する ...............................101
優先路を変える .......................................102
迂回するルートを設定する ....................103
複数のルートを比べる ............................104
計算条件を変える ...................................106
経由地を設定する ...................................108
ルート沿いの施設を探す ........................115
目的地周辺の施設を探す ........................117
目的地周辺にある高速道路の出口を
探す .......................................................119
目的地周辺で駐車場を探す ....................120
目的地、経由地の位置を修正する ........123

ルートを確認する ...............................126
60km以内の誘導情報を確認する ........126
地図上でルートを確認する ....................127
ルートの全体を確認する ........................128
ルートをデモ走行する ............................129

ルート誘導を取りやめる ...................130

よく行く地点・よく使うジャンル
を登録する
登録リストを編集する .......................132
登録リストに登録する ............................132
登録リストのグループを設定する ........133
登録地を編集する ...................................136
登録地を消す ...........................................138

マイリストを登録する .......................140

よく使うジャンルを設定する
（お好み設定） ....................................142
よく使うジャンルを登録する ................142
よく使うジャンルを消す ........................144

情報を利用しよう
FM VICS情報を利用する .................148
FM VICS情報について ..........................148
FM VICS情報の種類 ..............................150
FM VICS情報を表示する ......................151

ビーコンVICS情報を利用する .........153
ビーコンVICS情報について ..................153
ビーコンVICS情報の種類 ......................155
ビーコンVICS情報を表示する ..............157

ラジオの交通情報を聞く ...................158

メモリー情報・製品情報を見る .......159

メンテナンス情報を利用する ...........160
メンテナンスのお知らせ設定をする ....160
メンテナンス時期がお知らせされ
たら・・・ ...........................................162
販売店情報を登録する ............................163
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地図表示の主な設定をする ...............170
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地図に表示させる文字を設定する ........171
速度や走行距離を表示する ....................172
時刻や日付の表示方法を変える ............173
立体地図の空に星座を表示する ............173
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音声案内を消す .......................................183
音声案内の音量を調整する ....................183
操作音を消す ...........................................184

FM VICSの主な設定をする .............185
周波数を設定する ...................................185
表示させるFM VICS項目を設定する ...186

ビーコンVICSの主な設定をする .....187
ビーコンVICSの割り込み表示時間を
設定する ...............................................187

その他の主な設定をする ...................188
接続状況を確認する ...............................188
カスタムキーを割り付ける ....................189
ETCの料金表示の割り込み時間を設定
する .......................................................191
センサーの学習記録を初期化する ........192
プログラムを読み込む ............................192
車輌の設定をする................................... 194

ナビゲーション設定について ............195
画面の設定をする................................... 196
地図画面上のアイコンの設定をする .... 197
走行軌跡の設定をする........................... 198
ルート誘導時の地図の設定をする ....... 199
ルート誘導中の案内表示の
設定をする ...........................................200
音声案内の設定をする ...........................202
FM VICS・ビーコンVICS・ETCの
設定をする ...........................................203
その他ナビゲーションの設定をする ....205

音と映像を楽しむ
音と映像を楽しむには
オーディオ・ビジュアルをオン／
オフする ............................................210
オーディオ・ビジュアルをオンにする ...210
オーディオ・ビジュアルをオフにする ...211

本機で使えるオーディオ・ビジュアル
メディア ............................................. 212

オーディオ・ビジュアルを選んで
楽しむ................................................ 213

オーディオ・ビジュアルの音量を
調整する ...........................................214
オーディオ・ビジュアルの音量を
大きくする .............................................214
オーディオ・ビジュアルの音量を
小さくする .............................................214

ラジオを聴く
ラジオを選んで聴く ........................... 216

ラジオコントロールバーについて ..... 217

AM／ FMを切り替える .................... 218

放送局を選んで聴く ........................... 219
周波数を設定して聴く ............................219
受信できる放送局を探して聴く.............219
前／次の放送局を選んで聴く ...............220
放送局リストから選んで聴く ................220
ラジオのホーム・お出かけモードを
切り替える ........................................... 221

ラジオの放送局リストに登録する ... 222
手動でラジオの放送局を登録する .......222
自動でラジオの放送局を登録する .......223
登録した放送局名を変える ...................224

受信エリアを切り替える ................... 226



目次

8　VXS - 092CVi
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自宅を登録する
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自宅を登録する
あらかじめ自宅を登録しておくと、お出かけ先から自宅に帰るときに、かんたんな操作で自
宅を目的地に設定できます。

お願い

走行中も一部を除いて操作することができますが、運転の妨げにならないよう十分注意し
てください。
•

1  自宅へ戻る をタッチする

2 はい をタッチする

3 地図から をタッチする

 お知らせ

その他、自宅を探す方法については、
「目的地を探す」（ P.xx）をご覧く
ださい。

•

4 地図をスクロールして自宅の場所にカーソルをあわせ、 決 定 を
タッチする

本書の見方
本書の見方は、以下のとおりです。本書をお読みになる前に、ご理解ください。
なお、以下の内容はサンプルです。実際の操作とは異なります。

参照ページ

参照先のページ数です。本
書を参照する場合は「
P.xx」、取扱説明書の基本
操作ガイド編を参照する場
合は「 基-P.xx」、イン
ターナビ・プレミアムクラ
ブ編を参照する場合は
「 イ-P.XX」と表記して
います。

ボタン（例： ）
操作パネルのボタンを表し
ます。操作パネルについて
は、 基-P.22をご覧くだ
さい。

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。

操作の流れ

矢印で操作の流れを示しています。矢印
が表示されている場合は、次ページに操
作が続きます。

キー（例： 地図から ）
画面に表示されるタッチパ
ネルのキーを表していま
す。
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5 はい をタッチする

 
アドバイス

いいえ をタッチすると、手順1の画
面に戻ります。
•

自宅が登録されます。

 お知らせ

自宅を目的地としてルート設定する
方法については、「自宅に帰る」（
基-P.xx）をご覧ください。

•

「自宅へ戻る」（ P.XXX）をご覧ください。
操作の終了

項目内の操作の終了を意味
しています。

インデックス
章の内容を示しています。

お知らせ

操作の前に気をつけていた
だきたいことや、知ってお
いていただきたいことで
す。

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。

手アイコン
画面でタッチする場所を示
しています。

次の操作は…

次の操作がある場合は、ご
覧いただきたい項目のタイ
トルとページ番号を記載し
ています。該当する箇所を
ご覧ください。
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電源を入れる
イグニッションキーを「Ⅰ（ACC)」または「Ⅱ（ON)」にすると、本機に電源が入ります。

1 エンジンをかける

本機に電源が入ります。

オープニング画面が表示された後、現在地地図画面が表示されます。

お知らせ

エンジンを止めると、本機の電源が切れます。•
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タッチパネルを操作する
本機のモニターは、タッチパネルとしても機能します。モニター上のキーをタッチする（軽
く押す）ことにより、項目を選べます。
タッチパネルの詳しい使い方については、基本操作ガイドの「タッチパネルを操作しよう」
（ 基-P.101）をご覧ください。

コントロールバーを表示する
現在地地図画面では、主な機能をすばやく呼び出せるコントロールバーを表示できます。ナ
ビゲーション機能を呼び出せるナビゲーションコントロールバー、オーディオ・ビジュアル
機能を呼び出せるAVコントロールバーがあります。

アドバイス

現在地地図画面の表示方法は、「現在地を表示する」（ P.30）をご覧ください。•

ナビゲーションコントロールバーを表示する
現在地地図画面でナビゲーションコントロールバーを表示させる方法を説明しています。ルー
トを設定しているかどうかでナビゲーションコントローバーに表示される内容は異なります。

1 地図画面左下にあるNAVI操作キーをタッチする

ナビゲーションコントロールバーが表示されます。
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   ルート未設定時     ルート設定時

      

 よく使う機能をかんたんに呼び出せます（ P.189）。

 現在地や目的地周辺の施設を探せます（ P.117）。

 表示されている地点を登録できます（ 基-P.58）。

  ルートの確認やルートの再計算などができます。ルートが設定
されているときに表示されます（ 基-P.51、基-P.54）。

  ルート上のさまざまな情報を確認できます。ルートが設定され
ているときに表示されます（ P.99）。

  自宅として登録した地点を目的地として設定します。ルートが
設定されておらず、かつ、自宅が登録されているときに表示さ
れます（ 基-P.55）。

アドバイス

再度NAVI操作キーをタッチすると、ナビゲーションコントロールバーが消えます。
ナビゲーションコントロールバーの項目をタッチしないまま10秒が経過すると、ナ
ビゲーションコントロールバーが自動的に消えるよう設定できます（ P.206）。

•
•

AVコントロールバーを表示する
地図画面でAV（オーディオ・ビジュアル）コントロールバーを表示させる方法を説明して
います。AVコントロールバーは、オーディオ・ビジュアルの状態により、表示内容が異な
ります。
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1 地図画面右下にあるAV（オーディオ・ビジュアル）操作キーをタッ
チする

 
アドバイス

リストのスクロールについては、「リ
ストをスクロールする」（ 基
-P.110）をご覧ください。

•

アドバイス

AV操作キーの表示は、使っているオーディオ・ビジュアルの種類で異なります。

 FMラジオを聴いています。

  AMラジオを聴いています。

  CD、MP3ディスクを聴いています。

  DVD VIDEOを視聴しています。

  DVD-R/RW（VRモード）を視聴しています。

 MUSIC RACKを聴いています。

  iPodの曲、iPodビデオを視聴しています。

  SDカードのデータを聴いています。

  地上デジタルテレビ放送（ワンセグ）を視聴しています。

  VTR機器/ポータブルオーディオ（別売）を視聴しています。

•

AVコントロールバーが表示されます。

 CD時の例

アドバイス

再度AV操作キーをタッチすると、AVコントロールバーが消えます。
AVコントロールバーの項目をタッチしないまま10秒が経過すると、AVコントロー
ルバーが自動的に消えるよう設定できます（ P.206）。
AVコントロールバーの表示は、視聴しているソース（FMラジオ、DVDといった音
や映像の種類）によって異なります（ P.213）。

•
•

•
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メニュー早わかり一覧

目的地、地点を探したいとき 1
を押す

電話番号から目的地・地点を探す （ P.54）

住所から目的地・地点を探す
（ P.55）

施設の名前から目的地・地点を探す
（ P.57）

施設のジャンルから目的地・地点を探す
（ P.59）

本機に登録した登録リストから目的地・地点を探す
（ P.68）

現在地の周辺にある施設から目的地・地点を探す （ P.63）

目的地やルート沿いにある施設から目的地・地点を探す
（ P.115、
P.117、P.120）

行ったことのある地点から目的地・地点を探す （ P.70）

その他の方法で目的地・地点を探す
→「目的地、地点を探したいとき 2」

（ P.21）

登録リストのよく行く地点を目的地として呼び出す （ P.69）

自宅を目的地として設定する （ P.82）

ルート誘導を取りやめる （ P.130）
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目的地、地点を探したいとき 2
を押し、 その他 をタッチする

高速道路の施設から目的地・地点を探す （ P.71）

緯度・経度から目的地・地点を探す （ P.76）

郵便番号から目的地・地点を探す （ P.77）

マップコードから目的地・地点を探す （ P.79）

SDカードに保存された登録地から目的地・地点を探す （ P.80）
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交通情報などを確認したいとき
を押す

FM VICS情報を見る （ P.148）

ラジオの交通情報を聞く （ P.158）

メモリー情報や製品情報を見る （ P.159）

車のメンテナンス情報を設定する （ P.160）

Bluetooth対応携帯電話をハンズフリーで使う （ P.345）

QQコールのサービスを始める※1 （ イ-P.35）

ビーコンVICS情報を見る※2 （ P.153）

ETCの履歴などを見る※3 （ P.164）

昼画面と夜画面を切り替える （ P.45）

FM VICS、ビーコンVICSの設定をする （ P.203）

渋滞情報表示のオン／オフを切り替える （ P.46）

※1  QQコールが設定され、かつ、Bluetooth対応携帯電話接続時に表示されます。 
QQコールについては、取扱説明書のインターナビ・プレミアムクラブ編「QQコール（有料サー

ビス)を利用する」（ イ-P.35）をご覧ください。
※2 別売のVICS光・電波ビーコンユニット接続時に表示されます。
※3 別売のETC車載器接続時に表示されます。
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各種設定を変えたいとき
を押し、 各種設定 をタッチする

ナビゲーションの設定をする
「ナビゲーションの設定を変えたいとき」 （ P.24）

オーディオ・ビジュアルの設定をする
「音と映像の設定をする」 （ P.335）

MUSIC RACKの録音設定をする （ P.297）

モニターの画質を調整する
（ P.178、
P.336）

メニューのデザインを変える （ P.420）

SDカードのデータを取り込み／書き出しする （ P.375）

本機起動時に表示するオープニング画面を変える （ P.419）

昼画面と夜画面を切り替える （ P.45）
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ナビゲーションの設定を変えたいとき
を押し、 各種設定   ナビ設定 をタッチする

※  はお使いいただけません。

ナビゲーション画面に関する設定をする （ P.196）

地図上に表示されるアイコンの設定をする （ P.197）

地図上に表示される軌跡（車の走行跡）の設定をする （ P.198）

ルート誘導時の画面表示の設定をする （ P.199）

ルート誘導時の案内表示の設定をする （ P.200）

ルート誘導時の音声案内の設定をする （ P.202）

   ※1 VICS情報に関する設定と別売のETC車載器接続時の設定をす
る

（ P.203）

   ※2 VICS情報の設定をする （ P.203）

その他、便利な設定をする （ P.205）

※1 別売のETC車載器接続時に表示されます。
※2 別売のETC車載器が接続されていないときに表示されます。
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音と映像を楽しみたいとき
を押す

FMラジオまたはAMラジオを聴く （ P.215）

DVD、CD、MP3ディスクを観る／聴く
（ P.243、
P.275）

MUSIC RACKを聴く （ P.293）

地上デジタル放送（ワンセグ）を観る （ P.227）

SDカード内の音楽を聴く （ P.275）

※1

iPodの音楽を聴く／ iPodビデオを観る （ P.321）

オーディオ・ビジュアルをオフにする （ P.211）

※2
接続したVTR機器／ポータブルオーディオ（別売）を再生する （ P.400）

※1 別売のiPodが接続時に表示されます。
※2 別売のVTR機器／ポータブルオーディオ接続時に表示されます。
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操作パネルの角度を調整する
操作パネルの角度を、見やすい角度に調整できます。調整できる角度は0～30°の範囲です。

1 操作パネルの  を押し続ける
「ピピッ」と音がして操作パネルが開き始めます。

ボタン

2 操作パネルがお好みの角度になったら、  から指を離す

操作パネルが止まります。




