
                                   
      
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

    

        

    

    
 

 

                                                                                          
 

 

 

 

        

 
7 インチワンセグ付きポータブルナビ 

OT-N96K 用     
ナビゲーション操作説明書 

Ver 1.0 

※製品本体の基本操作については、 

別冊「本体操作説明書」をご覧ください。 

・この度は、・この度は、・この度は、・この度は、7777 インチインチインチインチワンセグワンセグワンセグワンセグ付き付き付き付きポータブルナビポータブルナビポータブルナビポータブルナビをお買い上げ頂きましてをお買い上げ頂きましてをお買い上げ頂きましてをお買い上げ頂きまして 

    誠に有難うございます。誠に有難うございます。誠に有難うございます。誠に有難うございます。 

・ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお・ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお・ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお・ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく理解されて読みの上、正しく理解されて読みの上、正しく理解されて読みの上、正しく理解されて 

    からお使いください。からお使いください。からお使いください。からお使いください。 

・・・・おおおお読読読読みみみみににににななななっっっったたたた後後後後はははは、、、、本本本本書書書書ををををいいいいつつつつででででもももも見見見見らららられれれれるるるる所所所所にににに大大大大切切切切にににに保保保保管管管管ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。 
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    はじめにはじめにはじめにはじめに        
        

お買い求めいただき誠にありがとうございます。お買い求めいただき誠にありがとうございます。お買い求めいただき誠にありがとうございます。お買い求めいただき誠にありがとうございます。    

ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり十分内容をご理解いただいた後に操作を行ってご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり十分内容をご理解いただいた後に操作を行ってご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり十分内容をご理解いただいた後に操作を行ってご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり十分内容をご理解いただいた後に操作を行って

ください。ください。ください。ください。    

本製品はお客様の走行の参考として地図や音声で案内することを目的としております。本製品はお客様の走行の参考として地図や音声で案内することを目的としております。本製品はお客様の走行の参考として地図や音声で案内することを目的としております。本製品はお客様の走行の参考として地図や音声で案内することを目的としております。    

実際の交通規制と異なる場合やお客様のお好みのルート案内をしない場合もございます。実際の交通規制と異なる場合やお客様のお好みのルート案内をしない場合もございます。実際の交通規制と異なる場合やお客様のお好みのルート案内をしない場合もございます。実際の交通規制と異なる場合やお客様のお好みのルート案内をしない場合もございます。    

地図は地図は地図は地図は Open StOpen StOpen StOpen Street Mapreet Mapreet Mapreet Map（以下（以下（以下（以下 OSMOSMOSMOSM）を使用し）を使用し）を使用し）を使用しておておておておりまりまりまります。す。す。す。    

OSMOSMOSMOSM は道は道は道は道路地図など路地図など路地図など路地図などの地理情報データを誰でも利の地理情報データを誰でも利の地理情報データを誰でも利の地理情報データを誰でも利用できる用できる用できる用できるよう、フリーの地理情報データを作成よう、フリーの地理情報データを作成よう、フリーの地理情報データを作成よう、フリーの地理情報データを作成    

すすすするるるることを目的としたプロジェクトです。ことを目的としたプロジェクトです。ことを目的としたプロジェクトです。ことを目的としたプロジェクトです。    

測量地図とは異なり場所や縮尺精度、測量地図とは異なり場所や縮尺精度、測量地図とは異なり場所や縮尺精度、測量地図とは異なり場所や縮尺精度、GPSGPSGPSGPS 情報により多少の位置情報により多少の位置情報により多少の位置情報により多少の位置ズレズレズレズレやルート線のズレが生じるやルート線のズレが生じるやルート線のズレが生じるやルート線のズレが生じる    

場合がありますが故障ではございません。場合がありますが故障ではございません。場合がありますが故障ではございません。場合がありますが故障ではございません。    

お客様に身近に地図をお使いいただくための製品です。お客様に身近に地図をお使いいただくための製品です。お客様に身近に地図をお使いいただくための製品です。お客様に身近に地図をお使いいただくための製品です。ごごごご理解の上、安全にお使いください。理解の上、安全にお使いください。理解の上、安全にお使いください。理解の上、安全にお使いください。    
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    ナビを起動するナビを起動するナビを起動するナビを起動する        
                トップメニューでトップメニューでトップメニューでトップメニューで[[[[地図地図地図地図]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        警告警告警告警告画面で画面で画面で画面で[OK][OK][OK][OK]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                ナビが起動して地図画面に移動ナビが起動して地図画面に移動ナビが起動して地図画面に移動ナビが起動して地図画面に移動する。する。する。する。                

    

    

        

            

        注意注意注意注意        地図が表示されるまで電源を無理やりに切らないで下さい。システムが破地図が表示されるまで電源を無理やりに切らないで下さい。システムが破地図が表示されるまで電源を無理やりに切らないで下さい。システムが破地図が表示されるまで電源を無理やりに切らないで下さい。システムが破損損損損するするするする    

場合があります。場合があります。場合があります。場合があります。    

    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地図 OK 
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    住所で目的地を探して住所で目的地を探して住所で目的地を探して住所で目的地を探して案内ルートを表示する案内ルートを表示する案内ルートを表示する案内ルートを表示する        
                地図画面で地図画面で地図画面で地図画面で[[[[MenMenMenMenuuuu]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        メニュー画面でメニュー画面でメニュー画面でメニュー画面で[[[[住所住所住所住所]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                都都都都道道道道府県府県府県府県を選ぶ。（を選ぶ。（を選ぶ。（を選ぶ。（例例例例、、、、東京都東京都東京都東京都））））    

[[[[た行た行た行た行]]]]でででで絞絞絞絞りりりり込込込込み、み、み、み、[[[[東京都東京都東京都東京都]]]] が表示が表示が表示が表示    

されたされたされたされたららららタッチ。タッチ。タッチ。タッチ。    

市区町村市区町村市区町村市区町村を選ぶ。（を選ぶ。（を選ぶ。（を選ぶ。（例例例例、、、、千代千代千代千代田区田区田区田区））））[[[[た行た行た行た行]]]]でででで    

絞絞絞絞りりりり込込込込み、み、み、み、[[[[次次次次ののののペペペページージージージへへへへ]]]]でリストでリストでリストでリストをををを移動移動移動移動    

させて、させて、させて、させて、[[[[千代田区千代田区千代田区千代田区]]]]が表示されたらタが表示されたらタが表示されたらタが表示されたらタッッッッチ。チ。チ。チ。    

    

        

                丁丁丁丁目を選ぶ。（目を選ぶ。（目を選ぶ。（目を選ぶ。（例例例例、、、、北北北北のののの丸公園丸公園丸公園丸公園））））[[[[か行か行か行か行]]]]でででで    

絞絞絞絞りりりり込込込込み、み、み、み、[[[[次次次次ののののペペペページージージージへへへへ]]]]でリストでリストでリストでリストをををを移動移動移動移動    

させて、させて、させて、させて、[[[[北北北北のののの丸公園丸公園丸公園丸公園]]]]が表示されたらタッチ。が表示されたらタッチ。が表示されたらタッチ。が表示されたらタッチ。    

番地を選ぶ。（番地を選ぶ。（番地を選ぶ。（番地を選ぶ。（例例例例、、、、2222----3333））））    

[[[[数字数字数字数字]]]]パネパネパネパネルでルでルでルで[2] [[2] [[2] [[2] [----] [3]] [3]] [3]] [3]とタッチして番地とタッチして番地とタッチして番地とタッチして番地    

をををを入力入力入力入力し、し、し、し、最最最最後に後に後に後に[[[[地図地図地図地図]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

    

        

            

    

    メモメモメモメモ    

黄黄黄黄色の色の色の色の矢印矢印矢印矢印[[[[←←←←]]]]で文字をで文字をで文字をで文字を削削削削除除除除できます。できます。できます。できます。    

ペペペページ番号をタッチージ番号をタッチージ番号をタッチージ番号をタッチすすすするるるるとととと、、、、先先先先頭ペ頭ペ頭ペ頭ページとージとージとージと最最最最終終終終ペペペページの切ージの切ージの切ージの切替替替替えができます。えができます。えができます。えができます。    

[[[[前の前の前の前のペペペペーーーージジジジへへへへ][][][][次次次次ののののペペペページージージージへへへへ]]]]のののの長押長押長押長押しでリストを高速しでリストを高速しでリストを高速しでリストを高速にににに移動できます。移動できます。移動できます。移動できます。        

Menu 住所 

①た行 ②東京都 ①た行 ②次のページへ ③千代田区 

①か行 ②次のページへ 
③北の丸公園 ①2 ②－ ③3 

④地図 
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                目的地を目的地を目的地を目的地をセセセセットする。ットする。ットする。ットする。    

[[[[目的地目的地目的地目的地]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。    

    ルートのルートのルートのルートの計算計算計算計算方方方方法法法法をををを[[[[検索検索検索検索オオオオプションプションプションプション]]]]からからからから    

選んで、選んで、選んで、選んで、[[[[ナビ走行ナビ走行ナビ走行ナビ走行]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                ルート案内を開ルート案内を開ルート案内を開ルート案内を開始始始始する。する。する。する。    

[[[[ナビナビナビナビ開開開開始始始始]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

        

                

                        
            

                                        

目的地 ①検索オプション 
②ナビ走行 

ナビ開始 
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    電話番号で目的地を探し電話番号で目的地を探し電話番号で目的地を探し電話番号で目的地を探して案内ルートを表示するて案内ルートを表示するて案内ルートを表示するて案内ルートを表示する        
                地図画面で地図画面で地図画面で地図画面で[[[[MMMMenenenenuuuu]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    メニュー画面でメニュー画面でメニュー画面でメニュー画面で[[[[電電電電話番号話番号話番号話番号]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                電話番号を電話番号を電話番号を電話番号を検索検索検索検索する。する。する。する。    

[[[[数字数字数字数字]]]]パネパネパネパネルルルルでででで電話番号を電話番号を電話番号を電話番号を入力入力入力入力し、し、し、し、[[[[検索検索検索検索]]]]をををを    

タッチ。タッチ。タッチ。タッチ。        検索検索検索検索した電話番号の地図を表示する。した電話番号の地図を表示する。した電話番号の地図を表示する。した電話番号の地図を表示する。    

    電話番号の下電話番号の下電話番号の下電話番号の下にににに表示された表示された表示された表示された[[[[施設名施設名施設名施設名]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                目的地目的地目的地目的地ををををセセセセットする。ットする。ットする。ットする。    

[[[[目的地目的地目的地目的地]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。    

ルートのルートのルートのルートの計算計算計算計算方方方方法法法法をををを[[[[検索検索検索検索オオオオプションプションプションプション]]]]からからからから    

選んで、選んで、選んで、選んで、[[[[ナビ走行ナビ走行ナビ走行ナビ走行]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

    

        

    

            

        メモメモメモメモ        黄黄黄黄色の色の色の色の矢印矢印矢印矢印[[[[←←←←]]]]で文で文で文で文字を字を字を字を削除削除削除削除、、、、[[[[クリクリクリクリアアアア]]]]で全ての文字をで全ての文字をで全ての文字をで全ての文字を削除削除削除削除できます。できます。できます。できます。        

            

Menu 電話番号 

①数字パネル ②検索 施設名 

目的地 ①検索オプション ②ナビ走行 
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                ルート案内を開ルート案内を開ルート案内を開ルート案内を開始始始始する。する。する。する。    

[[[[ナビナビナビナビ開開開開始始始始]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。            

    

    

        

                            

                

                            

                

                                                                

ナビ開始 
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    名称で目的地を探して案内ルートを表示する名称で目的地を探して案内ルートを表示する名称で目的地を探して案内ルートを表示する名称で目的地を探して案内ルートを表示する        
                地図画面で地図画面で地図画面で地図画面で[[[[MMMMenenenenuuuu]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    メニュー画面でメニュー画面でメニュー画面でメニュー画面で[[[[名称名称名称名称]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                名称を名称を名称を名称を検索検索検索検索する。（する。（する。（する。（例例例例、、、、東京東京東京東京タタタタワワワワー）ー）ー）ー）    

[[[[文字文字文字文字]]]]パネパネパネパネルルルルでででで「「「「とうきとうきとうきとうきょょょょうたわーうたわーうたわーうたわー」」」」とととと    

ひひひひららららががががななななでででで入力入力入力入力し、し、し、し、[[[[検検検検索索索索]]]]ををををタタタタッチッチッチッチ。。。。    

検索検索検索検索したしたしたした名称の地名称の地名称の地名称の地図を表示する。図を表示する。図を表示する。図を表示する。    

リストからリストからリストからリストから[[[[施施施施設設設設]]]]を探を探を探を探してしてしてしてタッチ。タッチ。タッチ。タッチ。            

                

                目的地を目的地を目的地を目的地をセセセセットする。ットする。ットする。ットする。    

[[[[目的地目的地目的地目的地]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。    

    ルートのルートのルートのルートの計算計算計算計算方方方方法法法法をををを[[[[検索検索検索検索オオオオプションプションプションプション]]]]からからからから    

選んで、選んで、選んで、選んで、[[[[ナビ走行ナビ走行ナビ走行ナビ走行]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

        

    

    

            

    

    

        

Menu 名称 

①文字パネル ②検索 施設 

目的地 ①検索オプション 
②ナビ走行 
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        メモメモメモメモ    

    

黄黄黄黄色の色の色の色の矢印矢印矢印矢印[[[[←←←←]]]]で文字をで文字をで文字をで文字を削除削除削除削除、、、、[[[[クリクリクリクリアアアア]]]]で全ての文字をで全ての文字をで全ての文字をで全ての文字を削除削除削除削除できます。できます。できます。できます。    

[[[[検索検索検索検索方方方方法法法法]]]]のののの先先先先頭一致頭一致頭一致頭一致で探すか、で探すか、で探すか、で探すか、部部部部分分分分一致一致一致一致で探すかを選で探すかを選で探すかを選で探すかを選択択択択できます。できます。できます。できます。    

ペペペページ番号をタージ番号をタージ番号をタージ番号をタッチすると、先ッチすると、先ッチすると、先ッチすると、先頭ペ頭ペ頭ペ頭ペーーーージジジジとととと最最最最終終終終ペペペページのージのージのージの切切切切替替替替ええええができます。ができます。ができます。ができます。    

[[[[前の前の前の前のペペペページージージージへへへへ][][][][次次次次ののののペペペペーーーージジジジへへへへ]]]]のののの長押長押長押長押しでリストを高速に移動できますしでリストを高速に移動できますしでリストを高速に移動できますしでリストを高速に移動できます。。。。    

[[[[ジジジジャャャャンル選ンル選ンル選ンル選択択択択]]]]でリストのでリストのでリストのでリストの絞絞絞絞りりりり込込込込みができます。みができます。みができます。みができます。    

    

                    ルート案内を開ルート案内を開ルート案内を開ルート案内を開始始始始する。する。する。する。    

[[[[ナビ開ナビ開ナビ開ナビ開始始始始]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。                

    

    

        

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナビ開始 
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    自宅を登録する自宅を登録する自宅を登録する自宅を登録する        
                自宅を地図に表示する。自宅を地図に表示する。自宅を地図に表示する。自宅を地図に表示する。    

地図地図地図地図をををを移動移動移動移動してしてしてして自宅自宅自宅自宅をををを表示。表示。表示。表示。        登録画面に移動する。登録画面に移動する。登録画面に移動する。登録画面に移動する。    

    [[[[地点地点地点地点登録登録登録登録]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                登録登録登録登録ググググループをループをループをループを「「「「自宅自宅自宅自宅」」」」にする。にする。にする。にする。    

[[[[登録登録登録登録ググググループループループループ]]]]ををををタタタタッッッッチチチチししししていきていきていきていき    

「「「「自宅自宅自宅自宅」」」」に変更。に変更。に変更。に変更。    好みの好みの好みの好みのアアアアイコンに変更する。イコンに変更する。イコンに変更する。イコンに変更する。    

[[[[アアアアイコンイコンイコンイコン]]]]をタッチをタッチをタッチをタッチしししし、、、、[[[[アアアアイコンイコンイコンイコンパネパネパネパネルルルル]]]]をををを    

表表表表示示示示。。。。パネパネパネパネル中から好みのル中から好みのル中から好みのル中から好みのアアアアイコンをイコンをイコンをイコンを    

タッチタッチタッチタッチして変更。して変更。して変更。して変更。    

    

                

                自宅の登録を自宅の登録を自宅の登録を自宅の登録を確定確定確定確定する。する。する。する。    

[[[[登録登録登録登録]]]]をタッチして、をタッチして、をタッチして、をタッチして、確認確認確認確認画面が表示画面が表示画面が表示画面が表示    

されたらされたらされたらされたら[OK][OK][OK][OK]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

地図画面に移動して登録地図画面に移動して登録地図画面に移動して登録地図画面に移動して登録完完完完了。了。了。了。        

                

                

地点登録 

登録グループ 

登録 

①アイコン 
②アイコンパネル 
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    自宅に自宅に自宅に自宅に戻る戻る戻る戻る案内ルートを表示する案内ルートを表示する案内ルートを表示する案内ルートを表示する        
                地図画面を表示する。地図画面を表示する。地図画面を表示する。地図画面を表示する。    

ナビナビナビナビメニューがメニューがメニューがメニューが隠隠隠隠れているときはれているときはれているときはれているときは[[[[NNNNaaaavivivivi]]]]をををを    

タッチ。タッチ。タッチ。タッチ。    

自宅を目的地に自宅を目的地に自宅を目的地に自宅を目的地にセセセセットットットットする。する。する。する。    

[[[[自宅自宅自宅自宅にににに戻る戻る戻る戻る]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

    

                

                案内ルートを案内ルートを案内ルートを案内ルートを表示する表示する表示する表示する。。。。    

    ルートのルートのルートのルートの計算計算計算計算方方方方法法法法をををを[[[[検索検索検索検索オオオオプシプシプシプショョョョンンンン]]]]からからからから    

選んで、選んで、選んで、選んで、[[[[ナビ走行ナビ走行ナビ走行ナビ走行]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    ルート案内を開ルート案内を開ルート案内を開ルート案内を開始始始始する。する。する。する。    

[[[[ナビナビナビナビ開開開開始始始始]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

        

    

    

                            

                

                    
 

 

 

 

 

Navi 自宅に戻る 

①検索オプション ②ナビ走行 ナビ開始 
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    よく行く場所を登録するよく行く場所を登録するよく行く場所を登録するよく行く場所を登録する        
                よく行く場所を地図に表示する。よく行く場所を地図に表示する。よく行く場所を地図に表示する。よく行く場所を地図に表示する。ナビナビナビナビ    

メニューがメニューがメニューがメニューが隠隠隠隠れているときはれているときはれているときはれているときは[[[[NNNNaaaavivivivi]]]]ををををタッチ。タッチ。タッチ。タッチ。    

登録画面に移動する。登録画面に移動する。登録画面に移動する。登録画面に移動する。    

    [[[[地点地点地点地点登録登録登録登録]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

    

                

                好みの登録好みの登録好みの登録好みの登録ググググルルルループ・名称ープ・名称ープ・名称ープ・名称にににに変変変変更更更更すすすするるるる。。。。    

[[[[登録登録登録登録ググググルルルループープープープ]]]]でででで好みの好みの好みの好みのググググループループループループを選を選を選を選択択択択しししし、、、、    

[[[[文字文字文字文字]]]]パネパネパネパネルルルルでででで好みの名称に変更。好みの名称に変更。好みの名称に変更。好みの名称に変更。    

好みの好みの好みの好みのアアアアイコンイコンイコンイコンにににに変更する。変更する。変更する。変更する。[[[[アアアアイコンイコンイコンイコン]]]]をををを    

タッチし、タッチし、タッチし、タッチし、[[[[アアアアイコンイコンイコンイコンパネパネパネパネルルルル]]]]をををを表示。表示。表示。表示。パネパネパネパネルルルル    

のののの中から好みの中から好みの中から好みの中から好みのアアアアイコンをタッチしてイコンをタッチしてイコンをタッチしてイコンをタッチして変更。変更。変更。変更。    

    

                

                よく行く場所の登録をよく行く場所の登録をよく行く場所の登録をよく行く場所の登録を確定確定確定確定する。する。する。する。    

[[[[登録登録登録登録]]]]をタッチして、をタッチして、をタッチして、をタッチして、確認確認確認確認画面が表示画面が表示画面が表示画面が表示    

されたらされたらされたらされたら[OK][OK][OK][OK]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

地図画面に移動して登録地図画面に移動して登録地図画面に移動して登録地図画面に移動して登録完完完完了。了。了。了。        

                

            

        メモメモメモメモ        黄黄黄黄色の色の色の色の矢印矢印矢印矢印[[[[←←←←]]]]で文字をで文字をで文字をで文字を削除削除削除削除、、、、[[[[クリクリクリクリアアアア]]]]で全ての文字をで全ての文字をで全ての文字をで全ての文字を削除削除削除削除できます。できます。できます。できます。        

            

地点登録 Navi 

登録グループ 

登録 

①アイコン 文字パネル ②アイコンパネル 

Menu 
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    登録登録登録登録したしたしたした場所場所場所場所に行くに行くに行くに行く案内案内案内案内ルートを表示するルートを表示するルートを表示するルートを表示する        
                地図画地図画地図画地図画面で面で面で面で[[[[MMMMenenenenuuuu]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    メニュー画面でメニュー画面でメニュー画面でメニュー画面で[[[[登登登登録地録地録地録地]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                登録地を選ぶ。登録地を選ぶ。登録地を選ぶ。登録地を選ぶ。    

行きたい場所の行きたい場所の行きたい場所の行きたい場所の[[[[登録登録登録登録ググググループループループループ]]]]をををを選選選選択択択択しししし、、、、    

リストリストリストリストからからからから[[[[登録地登録地登録地登録地]]]]を探してタッチ。を探してタッチ。を探してタッチ。を探してタッチ。    

目的地を目的地を目的地を目的地をセセセセットする。ットする。ットする。ットする。    

[[[[目的地目的地目的地目的地]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

    

    

    

        

                案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。ルートのルートのルートのルートの計算計算計算計算方方方方法法法法をををを    

[[[[検索検索検索検索オオオオプションプションプションプション]]]]からからからから選んで、選んで、選んで、選んで、[[[[ナビ走行ナビ走行ナビ走行ナビ走行]]]]をををを    

タッチ。タッチ。タッチ。タッチ。    

ルート案内を開ルート案内を開ルート案内を開ルート案内を開始始始始する。する。する。する。    

[[[[案内開案内開案内開案内開始始始始]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

    

    

                

            

        メモメモメモメモ        ペペペページ番号ージ番号ージ番号ージ番号をタッチすると、先をタッチすると、先をタッチすると、先をタッチすると、先頭ペ頭ペ頭ペ頭ページとージとージとージと最最最最終終終終ペペペページの切ージの切ージの切ージの切替替替替えがでえがでえがでえができます。きます。きます。きます。    

[[[[前の前の前の前のペペペページージージージへへへへ][][][][次次次次ののののペペペペーーーージジジジへへへへ]]]]のののの長押長押長押長押しでリストを高速に移動できます。しでリストを高速に移動できます。しでリストを高速に移動できます。しでリストを高速に移動できます。    

    

登録地 

①登録グループ ②登録地 目的地 

①検索オプション 
②ナビ走行 ナビ開始 
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    過去に行った過去に行った過去に行った過去に行った場所に行く案内場所に行く案内場所に行く案内場所に行く案内ルートを表示するルートを表示するルートを表示するルートを表示する        
                地図画面で地図画面で地図画面で地図画面で[[[[MenMenMenMenuuuu]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    メニュー画面でメニュー画面でメニュー画面でメニュー画面で[[[[目的地目的地目的地目的地履歴履歴履歴履歴]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                過去に行った過去に行った過去に行った過去に行った場所場所場所場所を選ぶ。を選ぶ。を選ぶ。を選ぶ。    

リストからリストからリストからリストから[[[[目的地目的地目的地目的地]]]]を探してタッチ。を探してタッチ。を探してタッチ。を探してタッチ。    

目的地を目的地を目的地を目的地をセセセセットする。ットする。ットする。ットする。    

[[[[目的地目的地目的地目的地]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

    

    

    

        

                案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。    

    ルートのルートのルートのルートの計算計算計算計算方方方方法法法法をををを[[[[検索検索検索検索オオオオプションプションプションプション]]]]かかかからららら    

選んで、選んで、選んで、選んで、[[[[ナビ走行ナビ走行ナビ走行ナビ走行]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

ルート案内をルート案内をルート案内をルート案内を開開開開始始始始する。する。する。する。    

[[[[ナビナビナビナビ開開開開始始始始]]]]をタッをタッをタッをタッチ。チ。チ。チ。    

    

        

    

    

            

        メモメモメモメモ        ペペペページ番号をタッチすると、先ージ番号をタッチすると、先ージ番号をタッチすると、先ージ番号をタッチすると、先頭ペ頭ペ頭ペ頭ページとージとージとージと最最最最終終終終ペペペページの切ージの切ージの切ージの切替替替替えができます。えができます。えができます。えができます。    

[[[[前の前の前の前のペペペページージージージへへへへ][][][][次次次次ののののペペペページージージージへへへへ]]]]のののの長押長押長押長押しでリストを高速に移動できます。しでリストを高速に移動できます。しでリストを高速に移動できます。しでリストを高速に移動できます。    

        

目的地履歴 

目的地 目的地 

①検索オプション 
②ナビ走行 ナビ開始 

Menu 
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    周辺周辺周辺周辺の施設（コンビニの施設（コンビニの施設（コンビニの施設（コンビニなどなどなどなど）を探す）を探す）を探す）を探す        
                地図画面で地図画面で地図画面で地図画面で[[[[MenMenMenMenuuuu]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    メニュー画面でメニュー画面でメニュー画面でメニュー画面で[[[[周辺施設周辺施設周辺施設周辺施設]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                地図の中地図の中地図の中地図の中心心心心位置から位置から位置から位置から距離距離距離距離の近いの近いの近いの近い順順順順に施設に施設に施設に施設    

リストをリストをリストをリストを表表表表示する示する示する示する。。。。    

リストからリストからリストからリストから[[[[施設施設施設施設]]]]を探してタッチ。を探してタッチ。を探してタッチ。を探してタッチ。    

地図地図地図地図画面が画面が画面が画面が施設周辺施設周辺施設周辺施設周辺にににに移動移動移動移動する。する。する。する。        

                

            

        メモメモメモメモ        ペペペページ番号をタッチすると、先ージ番号をタッチすると、先ージ番号をタッチすると、先ージ番号をタッチすると、先頭ペ頭ペ頭ペ頭ページとージとージとージと最最最最終終終終ペペペページの切ージの切ージの切ージの切替替替替えができます。えができます。えができます。えができます。    

[[[[前の前の前の前のペペペページージージージへへへへ][][][][次次次次ののののペペペページージージージへへへへ]]]]のののの長押長押長押長押しでリストを高速に移動できます。しでリストを高速に移動できます。しでリストを高速に移動できます。しでリストを高速に移動できます。    

[[[[ジジジジャャャャンル選ンル選ンル選ンル選択択択択]]]]でリストのでリストのでリストのでリストの絞絞絞絞りりりり込込込込みができます。みができます。みができます。みができます。    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺施設 

周辺施設 

Menu 
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    駅・インターチェンジ・空港を探駅・インターチェンジ・空港を探駅・インターチェンジ・空港を探駅・インターチェンジ・空港を探すすすす        
                地図画面で地図画面で地図画面で地図画面で[[[[MenMenMenMenuuuu]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    メニュー画面でメニュー画面でメニュー画面でメニュー画面で[[[[駅・駅・駅・駅・ICICICIC]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                ジジジジャャャャンルを選ぶ。（ンルを選ぶ。（ンルを選ぶ。（ンルを選ぶ。（例例例例、空、空、空、空港港港港））））    

[[[[駅駅駅駅・・・・ICICICIC・空港・空港・空港・空港]]]]をタッチしてをタッチしてをタッチしてをタッチして「「「「空港空港空港空港」」」」に切に切に切に切替替替替え。え。え。え。    

施施施施設名を設名を設名を設名を入力入力入力入力してしてしてして検索検索検索検索する。（する。（する。（する。（例例例例、、、、羽田羽田羽田羽田空港）空港）空港）空港）    

[[[[文字文字文字文字]]]]パネパネパネパネルルルルでででで「「「「ははははねねねねだだだだ」」」」ととととひひひひららららががががななななでででで    

入力入力入力入力し、し、し、し、[[[[検索検索検索検索]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

    

                

                検索検索検索検索した施設の地図を表示する。した施設の地図を表示する。した施設の地図を表示する。した施設の地図を表示する。    

リストからリストからリストからリストから[[[[施設施設施設施設]]]]を探してタッチ。を探してタッチ。を探してタッチ。を探してタッチ。    

目的地を目的地を目的地を目的地をセセセセットする。ットする。ットする。ットする。    

[[[[目的地目的地目的地目的地]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

    

        

    

    

            

        メモメモメモメモ        黄黄黄黄色の色の色の色の矢印矢印矢印矢印[[[[←←←←]]]]で文字をで文字をで文字をで文字を削除削除削除削除、、、、[[[[クリクリクリクリアアアア]]]]で全ての文字をで全ての文字をで全ての文字をで全ての文字を削除削除削除削除できます。できます。できます。できます。    

[[[[検索検索検索検索方方方方法法法法]]]]のののの先先先先頭一致頭一致頭一致頭一致で探すか、で探すか、で探すか、で探すか、部部部部分分分分一致一致一致一致で探すかを選で探すかを選で探すかを選で探すかを選択択択択できます。できます。できます。できます。    

ペペペページ番号をタッージ番号をタッージ番号をタッージ番号をタッチすチすチすチするるるるとととと、先、先、先、先頭ペ頭ペ頭ペ頭ページとージとージとージと最最最最終終終終ペペペページの切ージの切ージの切ージの切替替替替えができます。えができます。えができます。えができます。    

[[[[前の前の前の前のペペペページージージージへへへへ][][][][次次次次ののののペペペページージージージへへへへ]]]]のののの長押長押長押長押しでリストをしでリストをしでリストをしでリストを高速に移高速に移高速に移高速に移動できます。動できます。動できます。動できます。    

    

Menu 駅・IC 

駅・IC・空港 文字パネル 検索 

施設名 目的地 
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    ルート案内中にエンジンを切ったときルート案内中にエンジンを切ったときルート案内中にエンジンを切ったときルート案内中にエンジンを切ったとき、残りの案内を再開する、残りの案内を再開する、残りの案内を再開する、残りの案内を再開する        
                ナビを起動する。ナビを起動する。ナビを起動する。ナビを起動する。    

地図画面になったら前回の案内を地図画面になったら前回の案内を地図画面になったら前回の案内を地図画面になったら前回の案内を継続継続継続継続するかするかするかするか    

聞聞聞聞いてくるので、いてくるので、いてくるので、いてくるので、[OK][OK][OK][OK]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

ルートルートルートルート案内が再開される。案内が再開される。案内が再開される。案内が再開される。        

    

     

    

                            

                

                            

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                
 

 

 

OK 
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    地図を拡大・縮小する地図を拡大・縮小する地図を拡大・縮小する地図を拡大・縮小する        
                地図画面で地図画面で地図画面で地図画面で[[[[詳細詳細詳細詳細]]]]ををををタタタタッッッッチ。チ。チ。チ。    地図が拡大す地図が拡大す地図が拡大す地図が拡大する。る。る。る。    

    

    

                

                地図画面で地図画面で地図画面で地図画面で[[[[広域広域広域広域]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    地図が縮小地図が縮小地図が縮小地図が縮小する。する。する。する。    

    

    

                

                            

                

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細 
広域 
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    地図の文字サイズ地図の文字サイズ地図の文字サイズ地図の文字サイズをををを変更変更変更変更するするするする        
                地図画面で地図画面で地図画面で地図画面で[[[[MenMenMenMenuuuu]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    メニュー画面でメニュー画面でメニュー画面でメニュー画面で[[[[設設設設定定定定]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                文字サイズを選ぶ。（文字サイズを選ぶ。（文字サイズを選ぶ。（文字サイズを選ぶ。（例例例例、文字を大きくする）、文字を大きくする）、文字を大きくする）、文字を大きくする）    

地図の地図の地図の地図の文字文字文字文字でででで[[[[大大大大]]]]ををををタッチ。タッチ。タッチ。タッチ。    

[[[[戻る戻る戻る戻る]]]]をタッチしてをタッチしてをタッチしてをタッチして地図地図地図地図画面画面画面画面に戻る。に戻る。に戻る。に戻る。    

地図地図地図地図のののの文字文字文字文字が大きくなるが大きくなるが大きくなるが大きくなる。。。。        

                

                            

                

            

 

 

 

 

 

 

 

 

設定 

大 

Menu 
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    ルート案内音声の音ルート案内音声の音ルート案内音声の音ルート案内音声の音量を変える量を変える量を変える量を変える        
                地図画面で地図画面で地図画面で地図画面で[[[[MeMeMeMennnnuuuu]]]]ををををタッチ。タッチ。タッチ。タッチ。    音量を変える。音量を変える。音量を変える。音量を変える。    

音声が音声が音声が音声が OOOONNNNであるのをであるのをであるのをであるのを確認確認確認確認。。。。    

[[[[＋＋＋＋] [] [] [] [－－－－]]]]をタッチして音量ををタッチして音量ををタッチして音量ををタッチして音量を調節調節調節調節。。。。    

[[[[戻る戻る戻る戻る]]]]をタッチして地図画面に戻る。をタッチして地図画面に戻る。をタッチして地図画面に戻る。をタッチして地図画面に戻る。    

    

                

                ルート案内音声ルート案内音声ルート案内音声ルート案内音声がががが調節調節調節調節した音量でした音量でした音量でした音量で流流流流れる。れる。れる。れる。            

                

                            

                

            

 

 

 

 

 

 

 

Menu 音声 ON － ＋ 
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    目的地方向線を消す目的地方向線を消す目的地方向線を消す目的地方向線を消す        
                地図画面で地図画面で地図画面で地図画面で[[[[MenMenMenMenuuuu]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    メニュー画面でメニュー画面でメニュー画面でメニュー画面で[[[[設設設設定定定定]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                目的地方目的地方目的地方目的地方向線を向線を向線を向線を消す消す消す消す。。。。    

目的地目的地目的地目的地までまでまでまでのののの線で線で線で線で[[[[非非非非表表表表示示示示]]]]をタッチをタッチをタッチをタッチ。。。。    

[[[[戻る戻る戻る戻る]]]]をタッチして地図にをタッチして地図にをタッチして地図にをタッチして地図に戻る。戻る。戻る。戻る。    

目的地方向線は目的地方向線は目的地方向線は目的地方向線は消える消える消える消える。。。。        

                

                            

                

                
 

 

 

 

 

 

 

Menu 

非表示 

設定 
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    交差点交差点交差点交差点でででで拡大拡大拡大拡大案内案内案内案内をしないようにするをしないようにするをしないようにするをしないようにする        
                地図画面で地図画面で地図画面で地図画面で[[[[MenMenMenMenuuuu]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    メニュー画面でメニュー画面でメニュー画面でメニュー画面で[[[[設設設設定定定定]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

    

    

        

                交差点交差点交差点交差点でででで拡大拡大拡大拡大案内案内案内案内をしないようにする。をしないようにする。をしないようにする。をしないようにする。    

交差点交差点交差点交差点のののの拡大拡大拡大拡大案内で案内で案内で案内で[[[[非非非非表示表示表示表示]]]]をタッチをタッチをタッチをタッチ。。。。    

[[[[戻る戻る戻る戻る]]]]をタッチして地図に戻る。をタッチして地図に戻る。をタッチして地図に戻る。をタッチして地図に戻る。    

交差点で拡大案内交差点で拡大案内交差点で拡大案内交差点で拡大案内ををををしなくなる。しなくなる。しなくなる。しなくなる。        

        

    

    

                            

                

                
 

 

 

 

 

 

 

Menu 

非表示 

設定 
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    地図色地図色地図色地図色（自動・昼・夜）（自動・昼・夜）（自動・昼・夜）（自動・昼・夜）を変を変を変を変ええええるるるる        
                地図画面で地図画面で地図画面で地図画面で[[[[MenMenMenMenuuuu]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    メニュー画面でメニュー画面でメニュー画面でメニュー画面で[[[[設設設設定定定定]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        

                

                地図色（自動・昼・夜）地図色（自動・昼・夜）地図色（自動・昼・夜）地図色（自動・昼・夜）をををを変える変える変える変える。。。。    

昼夜昼夜昼夜昼夜のののの切切切切替替替替から好みの設から好みの設から好みの設から好みの設定定定定をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

※※※※[[[[自動自動自動自動]]]]はははは時刻時刻時刻時刻により自動で昼用、夜用のにより自動で昼用、夜用のにより自動で昼用、夜用のにより自動で昼用、夜用の    

地図色に変更。地図色に変更。地図色に変更。地図色に変更。[[[[昼昼昼昼]]]]はははは常常常常にににに昼用の地図色昼用の地図色昼用の地図色昼用の地図色、、、、    

[[[[夜夜夜夜]]]]はははは常常常常に夜に夜に夜に夜用の地図色で表示用の地図色で表示用の地図色で表示用の地図色で表示    

[[[[戻る戻る戻る戻る]]]]をタッチして地図に戻る。をタッチして地図に戻る。をタッチして地図に戻る。をタッチして地図に戻る。    

選んだ地図色選んだ地図色選んだ地図色選んだ地図色でででで地図画面が地図画面が地図画面が地図画面が表示表示表示表示されるされるされるされる。。。。    

    

    

        

    

    

                            

                

                
 

 

 

 

設定 Menu 

昼夜の切替 
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    地図の表示方向を地図の表示方向を地図の表示方向を地図の表示方向を変える変える変える変える        
                地図の表示方向を変え地図の表示方向を変え地図の表示方向を変え地図の表示方向を変える。る。る。る。    

[[[[方位方位方位方位磁石磁石磁石磁石]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

※※※※通通通通常常常常（（（（[[[[方位方位方位方位磁石磁石磁石磁石]]]]のののの状態状態状態状態））））はははは、、、、進進進進行方向を行方向を行方向を行方向を    

上に地図を表示してい上に地図を表示してい上に地図を表示してい上に地図を表示していて、て、て、て、進進進進行方向行方向行方向行方向が変わるが変わるが変わるが変わる    

とととと方向方向方向方向に合わせて地図が回に合わせて地図が回に合わせて地図が回に合わせて地図が回転転転転するするするする    

    [[[[方位方位方位方位磁石磁石磁石磁石]]]]がががが[3[3[3[3DDDD]]]]の表示になり、の表示になり、の表示になり、の表示になり、    

3333DDDD（（（（進進進進行方向行方向行方向行方向が上）の地図に変わる。が上）の地図に変わる。が上）の地図に変わる。が上）の地図に変わる。    

    

                

                [3[3[3[3DDDD]]]]ををををタッチ。タッチ。タッチ。タッチ。        [[[[3333DDDD]]]]がががが[[[[NNNN]]]]の表示になり、の表示になり、の表示になり、の表示になり、常常常常にににに北北北北が上のが上のが上のが上の    

地図に変わる。地図に変わる。地図に変わる。地図に変わる。    

    

                

                            

                

                
 

 

 

 

 

方位磁石 ３D 

N 
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    高高高高速道路の走行につ速道路の走行につ速道路の走行につ速道路の走行についていていていて        
                高速道路の走行で高速道路の走行で高速道路の走行で高速道路の走行では、地図のスは、地図のスは、地図のスは、地図のスケケケケールをールをールをールを    

自動的に自動的に自動的に自動的に 250250250250mmmmにににに調調調調節節節節する。する。する。する。    （例、一般道路の走行を（例、一般道路の走行を（例、一般道路の走行を（例、一般道路の走行を 50505050mmmm スケールで地図表示）スケールで地図表示）スケールで地図表示）スケールで地図表示）    一般一般一般一般道路から高速道路道路から高速道路道路から高速道路道路から高速道路にににに入入入入ったときったときったときったとき、自動的に、自動的に、自動的に、自動的に

250250250250ｍｍｍｍススススケケケケールで地図ールで地図ールで地図ールで地図がががが表示表示表示表示されされされされる。る。る。る。    

    

                

                高速道路の走行中、地図の表示ス高速道路の走行中、地図の表示ス高速道路の走行中、地図の表示ス高速道路の走行中、地図の表示スケケケケールをールをールをールを    

変更変更変更変更しない。しない。しない。しない。    

表示ス表示ス表示ス表示スケケケケールを変更しなかった場合、ールを変更しなかった場合、ールを変更しなかった場合、ールを変更しなかった場合、    

一般一般一般一般道道道道路路路路のののの走行に走行に走行に走行になるなるなるなるときときときとき、、、、元元元元の表示の表示の表示の表示    

ススススケケケケールで地図を表示ールで地図を表示ールで地図を表示ールで地図を表示すすすするるるる。。。。    

    

                

    高速道路の走行中、地図の表示ス高速道路の走行中、地図の表示ス高速道路の走行中、地図の表示ス高速道路の走行中、地図の表示スケケケケールをールをールをールを    

変更変更変更変更する。する。する。する。    

表示ス表示ス表示ス表示スケケケケーーーールをルをルをルを変更した場合、変更した場合、変更した場合、変更した場合、一般一般一般一般道道道道路路路路のののの    

走行になっても表示ス走行になっても表示ス走行になっても表示ス走行になっても表示スケケケケーーーールルルルは変わらないは変わらないは変わらないは変わらない。。。。    

    

                

 

 

 

 

250ｍ 

５0ｍ 

５0ｍ 

250ｍ 

100ｍ 100ｍ 
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    走行軌跡走行軌跡走行軌跡走行軌跡についてについてについてについて        
                自自自自車車車車の走った跡の走った跡の走った跡の走った跡がががが地図地図地図地図上に表示上に表示上に表示上に表示されされされされる。る。る。る。    

設設設設定定定定画面で画面で画面で画面で表示しないようにすることが表示しないようにすることが表示しないようにすることが表示しないようにすることが    

できるできるできるできる。。。。また、また、また、また、記記記記録された走行軌跡をクリ録された走行軌跡をクリ録された走行軌跡をクリ録された走行軌跡をクリアアアア    

することもすることもすることもすることもできる。できる。できる。できる。    

    設設設設定定定定画面の走行軌跡を画面の走行軌跡を画面の走行軌跡を画面の走行軌跡を[[[[非非非非表示表示表示表示]]]]にすると、にすると、にすると、にすると、    

    走行軌跡は走行軌跡は走行軌跡は走行軌跡は記記記記録するが地図画面で表示しない。録するが地図画面で表示しない。録するが地図画面で表示しない。録するが地図画面で表示しない。    

    

                

                設設設設定定定定画面の走行軌跡の画面の走行軌跡の画面の走行軌跡の画面の走行軌跡の[[[[リリリリセセセセットットットット]]]]をををを    

タッチタッチタッチタッチするするするすると、と、と、と、そそそそれまでれまでれまでれまで記記記記録された走行軌跡録された走行軌跡録された走行軌跡録された走行軌跡    

はははは削除削除削除削除されされされされる。る。る。る。    

        

                

                            

                

                
 

 

 

 

 

走行軌跡 非表示 

リセット 
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    速度注意ゾーンについて速度注意ゾーンについて速度注意ゾーンについて速度注意ゾーンについて        
                走行中走行中走行中走行中にににに速度注意ゾーンに近速度注意ゾーンに近速度注意ゾーンに近速度注意ゾーンに近づづづづいたらいたらいたらいたら    

警報が表示警報が表示警報が表示警報が表示されるされるされるされる。。。。    

            

                

                            

                

                            

                

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報 道路上の位置 
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    ルート案内を途中で終了させるルート案内を途中で終了させるルート案内を途中で終了させるルート案内を途中で終了させる        
                ルート案内中に、ルート案内中に、ルート案内中に、ルート案内中に、[[[[ナビ中ナビ中ナビ中ナビ中止止止止]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。        ルート案内が終了する。ルート案内が終了する。ルート案内が終了する。ルート案内が終了する。        

                

                            

                

                            

                

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナビ中止 
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    ルルルルーーーートトトト案内を案内を案内を案内をデデデデモンストレモンストレモンストレモンストレーションするーションするーションするーションする        
                出発出発出発出発地に地に地に地にしたい場所を地図に表示する。したい場所を地図に表示する。したい場所を地図に表示する。したい場所を地図に表示する。ナビナビナビナビ    

メニューメニューメニューメニューがががが隠隠隠隠れてれてれてれているときはいるときはいるときはいるときは[[[[NNNNaaaavivivivi]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

目的地を目的地を目的地を目的地をセセセセットする。ットする。ットする。ットする。    

[[[[目的地目的地目的地目的地]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

    

                

                案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。案内ルートを表示する。    

    ルートのルートのルートのルートの計算計算計算計算方方方方法法法法をををを[[[[検索検索検索検索オオオオプションプションプションプション]]]]からからからから    

選んで、選んで、選んで、選んで、[[[[デモ走行デモ走行デモ走行デモ走行]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

デモンストレーションのルート案内をデモンストレーションのルート案内をデモンストレーションのルート案内をデモンストレーションのルート案内を    

開開開開始始始始する。する。する。する。[[[[デモデモデモデモ開開開開始始始始]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

※出発※出発※出発※出発地は自地は自地は自地は自車車車車の位置となるの位置となるの位置となるの位置となる    

    

                

                自自自自車車車車がルート上を自動的に走行。がルート上を自動的に走行。がルート上を自動的に走行。がルート上を自動的に走行。            

                

            

 

 

 

 

Navi 
①検索オプション 
②デモ走行 デモ開始 

目的地 
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    複数複数複数複数ルートかルートかルートかルートから案内ら案内ら案内ら案内ルートルートルートルートを選ぶを選ぶを選ぶを選ぶ        
                目的地にしたい場所を地図に表示する。目的地にしたい場所を地図に表示する。目的地にしたい場所を地図に表示する。目的地にしたい場所を地図に表示する。    

ナビナビナビナビメニューメニューメニューメニューがががが隠隠隠隠れているときはれているときはれているときはれているときは[[[[NNNNaaaavivivivi]]]]をををを    

タッチ。タッチ。タッチ。タッチ。    

目的地を目的地を目的地を目的地をセセセセットする。ットする。ットする。ットする。    

[[[[目的地目的地目的地目的地]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

    

                

                複数の案内ルートを表示する。複数の案内ルートを表示する。複数の案内ルートを表示する。複数の案内ルートを表示する。    

ルートのルートのルートのルートの計算計算計算計算方方方方法法法法をををを[[[[複数ルート複数ルート複数ルート複数ルート]]]]にして、にして、にして、にして、    

[[[[ナビ走行ナビ走行ナビ走行ナビ走行]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。    

好みの案内ルートを選ぶ。好みの案内ルートを選ぶ。好みの案内ルートを選ぶ。好みの案内ルートを選ぶ。    

[[[[高速高速高速高速優優優優先先先先] [] [] [] [一般優一般優一般優一般優先先先先] [] [] [] [最短距離最短距離最短距離最短距離]]]]の中からの中からの中からの中から    

好みの好みの好みの好みのルートをタッチ。ルートをタッチ。ルートをタッチ。ルートをタッチ。    

    

    

    

        

                ルート案内を開ルート案内を開ルート案内を開ルート案内を開始始始始する。する。する。する。    

[[[[ナビ開ナビ開ナビ開ナビ開始始始始]]]]をタッチ。をタッチ。をタッチ。をタッチ。            

                

            

 

 

Navi 目的地 

複数ルート 
ナビ走行 高速優先・一般優先・ 最短距離 

ナビ開始 
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お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ先先先先        

               
機器機器機器機器にににに関関関関すすすするるるる問い合問い合問い合問い合わわわわせせせせ    

電話電話電話電話    000044442222----686686686686----3645364536453645 

営業時間営業時間営業時間営業時間    

平日平日平日平日 10101010：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000 

（土日祝祭日は休み）（土日祝祭日は休み）（土日祝祭日は休み）（土日祝祭日は休み） 

 

 

地図地図地図地図情報情報情報情報、、、、ナビナビナビナビ操作操作操作操作にににに関関関関すすすするるるる問い合問い合問い合問い合わわわわせせせせ    

サポートサポートサポートサポートページページページページ    hhhhttp:ttp:ttp:ttp://navi//navi//navi//navi----app.shopapp.shopapp.shopapp.shop----propropropro....jp/jp/jp/jp/    

EEEE----MAILMAILMAILMAIL    shopshopshopshop@navi@navi@navi@navi----app.shopapp.shopapp.shopapp.shop----propropropro....jpjpjpjp    

電話電話電話電話    03030303----6811681168116811----6666666666666666 

FFFFAXAXAXAX    00003333----3525352535253525----4151415141514151    

営業時間営業時間営業時間営業時間    

平日平日平日平日 10101010：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000 

（土日祝祭日は休み）（土日祝祭日は休み）（土日祝祭日は休み）（土日祝祭日は休み） 

 

サポートサポートサポートサポートセンタセンタセンタセンターーーーのおのおのおのお問い合問い合問い合問い合わわわわせせせせ先先先先はははは下記下記下記下記ににににななななりりりりまままます。す。す。す。    

※※※※電話番号の掛け間違いの無いように十分ご注意ねがいます。電話番号の掛け間違いの無いように十分ご注意ねがいます。電話番号の掛け間違いの無いように十分ご注意ねがいます。電話番号の掛け間違いの無いように十分ご注意ねがいます。    

＜販売元＞＜販売元＞＜販売元＞＜販売元＞  ダイアモンドダイアモンドダイアモンドダイアモンドヘッドヘッドヘッドヘッド株式株式株式株式会社会社会社会社 
〒108－0073 東京都港区三田 2-7-13 TDS 三田ビル 6 
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地図地図地図地図データデータデータデータ無料無料無料無料更新更新更新更新にににについてついてついてついて        

 

本製品は、２回まで無料地図更新ができます。※地図データは本製品発売から２回更新されます。 
 

対象機種：OT-N96K 

条件：販売店の購入履歴がわかること。 

    （販売店印および日付があるもの、販売証明書など） 

更新時期：地図の更新は本製品発売後の翌年と翌々年の年一回。（毎年 春～夏頃） 

更新時期は前後することがあります。 

詳細時期は下記ナビサポートページにてご確認ください。 ※対象機種が記載されていない場合は、更新データ作成中です。アップされるまでお待ちください。 
更新方法：地図更新をする場合は下記よりお選びください。 

 

①①①①     下記下記下記下記ナビナビナビナビサポートページよりサポートページよりサポートページよりサポートページよりダウンロードして製品のアッダウンロードして製品のアッダウンロードして製品のアッダウンロードして製品のアッププププデデデデートートートートをするをするをするをする方法方法方法方法    ご用意していただくもの：市販の microSD カード（４～８GB） ・ナビサポートページから「無償アップデート用ダウンロード」に入り、対象機種の 「アップデート用ダウンロード」をご用意いただいた microSD カードにコピーする。 ・コピーした microSD カードをナビホームページの更新手順に従い、ナビ本体のスロットに入れ、 ダウンロードする。 
②     アップデート用アップデート用アップデート用アップデート用 microSDmicroSDmicroSDmicroSD カードを購入カードを購入カードを購入カードを購入する方法する方法する方法する方法 ・microSD カード作成送料は有料となります。料金はナビサポートページをご確認ください。 ・ナビサポートページからアップデート用 microSD カードご購入ください。 ・購入した microSD カードをナビサポートページの更新手順に従い、ナビ本体のスロットに入れ、 ダウンロードする。 
    

: : : : http://navihttp://navihttp://navihttp://navi----app.shopapp.shopapp.shopapp.shop----pro.jp/ pro.jp/ pro.jp/ pro.jp/  

: shop@navishop@navishop@navishop@navi----app.shopapp.shopapp.shopapp.shop----pro.jppro.jppro.jppro.jp 

: : : : 03030303----6811681168116811----6666666666666666 

: 03: 03: 03: 03----3525352535253525----4151415141514151 

: : : : 平日平日平日平日10101010：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000（土日祝祭日は休み（土日祝祭日は休み（土日祝祭日は休み（土日祝祭日は休み

ナビナビナビナビサポートページサポートページサポートページサポートページ 

EEEE----MAILMAILMAILMAIL 

電話電話電話電話 

FAXFAXFAXFAX 

営業時間営業時間営業時間営業時間 
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‐34‐ 

 

 

 

    
MEMOMEMOMEMOMEMO        

 


