


株式会社ゼンリンからお客様へのお願い

交通事故防止等安全確保のために必ずお守りください
この取扱説明書では、安全に係わる注意事項を、その危険の大きさの程度に応じて、次の
ように記載しています。

  その危険を回避できなかった場合に、死亡又は重傷を負う可能性の
あるもの

• 運転者は、走行中に操作をしないでください。運転を誤り交通事故を招くおそれがあ
ります。

• 操作は、安全な場所に停車して行ってください。安全な場所以外では追突、衝突され
るおそれがあります。

• 運転中は、画面を注視しないでください。運転を誤り、交通事故を招くおそれがあり
ます。

• 常に実際の道路状況や交通規制・標識などを優先して運転してください。
画面に表示された道路状況・交通規制・標識表示や経路探索、音声案内などが実際と
異なる場合があるため、運転を誤り交通事故を招くおそれがあります。

• 一方通行表示についても常に実際の標識表示を優先してください。
一方通行表示は全ての一方通行道路についてなされている訳ではありません。また、
一方通行表示のある区間でも実際にはその一部が両面通行の場合があります。

2



• 本ソフトを救急施設などへの誘導用に使用しないでください。
本ソフトには全ての病院、消防署、警察などの情報が含まれているわけではありませ
ん。また、情報が実際と異なる場合があります。そのため、予定した時間内にこれらの
施設に到着できない可能性があります。

• オーディオ用プレーヤーでは絶対再生しないでください。
大音量により耳に傷害を被ったり、驚いて交通事故を招くおそれがあります。また、
スピーカーを破損するおそれがあります。

  その危険を回避できなかった場合に、軽傷を負う可能性のあるもの、
および他の財物への損害の可能性があるもの

• ひび割れや変形または接着剤を使って補修したDVD-ROMは、絶対に使用しないで
ください。
ケガをするおそれがあります。

• DVD-ROMのプラスチックケースの上に重い物を置いたり、落としたりしないでく
ださい。
ケースが破損しケガをするおそれがあります。
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本ディスクについて

本ディスクは、NV-XYZ33の本体に収録されている地図 /検索データをバージョンアッ
プするためのものです。本ディスクに収録されている地図 /検索データをXYZ（ジィー
ゼット）本体に追加することにより、「XYZモーションストリートガイド」、「市街地図」、
「名称で探す」などの機能を新たに使えるようになります。
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本ディスクの収録情報

本ディスク ご参考：NV-XYZ33の
プリインストール情報

全国地図 日本全国
市街地図収録都市* 日本全国 なし
個人宅電話番号検索 約3,000万件 なし
施設電話番号検索 約1,100万件 約600万件
住所検索 約3,000万件
ジャンル検索 1,048ジャンル

約340万件
554ジャンル
約125万件

周辺検索 1,048ジャンル
約340万件

554ジャンル
約125万件

3Dガイド地図データ** 東京都と
全13政令指定都市の主要部

東名阪の一部（サンプル）

*  住宅や建物の形などが表示される50mスケール以下の詳細な地図データ。
** XYZモーションストリートガイド（リアルな3D交差点ガイド）を表示するための地図データ。

Vol.1ディスクに収録されている情報
全国地図、案内検索データ（個人宅電話番号検索、施設電話番号検索、住所検索、
ジャンル検索、周辺検索、名称検索、郵便番号検索）、3Dガイド地図データ

Vol.2ディスクに収録されいている情報
市街地図
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本ディスクの使いかた

1 ホームステーションをパソコンに接続する。

2 XYZ本体をホームステーションに取り付け、電源を入れる。

3 ホームステーションのUSBスイッチをONにする。

4 2枚組の本ディスクのうち、インストールしたいデータがどちらのディスクに入って
いるかを確認する（6ページ）。

次のページにつづく

[パッケージ取得 ]

本ディスクの地図データをXYZ本体に転送するには

ホームステーションとパソコンの接続およびXYZデスクトップ、XYZマップマネー
ジャーの操作方法について詳しくは、XYZ本体付属のホームステーション取扱説明書を
ご覧ください。

地図データ転送画面

パッケージ内
リスト
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5 パソコンの電源を入れる。

6 手順4で確認したDVDディスクを、パソコンのDVDドライブに入れる。

7 XYZデスクトップを起動する。

8 XYZマップマネージャーを起動する。

9 [パッケージ取得 ]をクリックする。

10 [ドライブの変更 ]をクリックし、DVDを挿入したドライブをクリックする。
ライセンスキー入力ダイアログが表示されます。

11 本ディスク購入時に通知されたライセンスキーを入力する。
パッケージ内リストに本ディスクの地図 /検索データが一覧表示されます。

12 XYZ本体に転送する地図 /検索データをクリックし、チェックボックスにチェックを
入れる。

13 をクリックする。
転送が完了します。

ご注意
• データの転送には時間がかかることがあります。
• 転送中、以下の操作をしないでください。故障の原因となります。

- USBケーブルを抜く。
- XYZ本体をホームステーションからはずす。
- XYZ本体やパソコンの電源を切る /リセットをかける。
- ACアダプターを抜く。
- USBスイッチを動かす。
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地図ソフトについて

• この地図の作成にあたっては、国土地理院
長の承認を得て、同院発行の2万5千分の
1地形図を使用しています。（承認番号平
14総使、第396-52号）

• 本ソフトに使用している交通規制データは、
道路交通法に基づき設立された全国交通安
全活動推進センターが作成した交通規制番
号図を用いて、（財）日本交通管理技術協会
（TMT）が作成したものを使用しています。
（承認番号04-4）

• 本ソフトに使用している交通規制データは、
2003年4月現在のものです。本データが
現場の交通規制と違うときは、現場の交通
規制標識･標示等にしたがってください。

• 本ソフトに使用している交通規制データの
著作権は、（財）日本交通管理技術協会が有
し、株式会社ゼンリンは二次的著作物作成
の使用実施権を取得しています。

• 本ソフトに使用している交通規制データを
無断で複写･複製・加工･改変することはで
きません。

• 本ソフトに使用している電話番号検索はタ
ウンページ2003年9月のものを使用して
います。

• 本ソフトに使用している個人宅電話番号検
索は（株）ダイケイのテレデータを使用し
ています。

• は財団法人道路交通情報通信シ
ステムセンターの登録商標です。

• 本ソフトで表示している経緯度座標数値は、
日本測地系に基づくものとなっています。

• 道路データは、高速、有料道路については
おおむね2003年10月、国道、都道府県道
についてはおおむね2003年9月までに収
集された情報に基づき製作されております
が、表示される地図が現場の状況と異なる
場合があります。ご了承ください。

• 経路探索は、2万5千分の1地形図（国土地
理院発行）の主要な道路において実行でき
ます。ただし、一部の道路では探索できな
い場合があります。また、表示された道路
が現場の状況から通行が困難な時がありま
すのでご注意願います。現場の状況を優先
して運転してください。

• 「市街地図」データは株式会社ゼンリン発
行の住宅地図に基づき作成しております。
なお、当該「市街地図」は地域により作成
時期が異なるため、一部整合が取れていな
い地域があります。また、「市街地図」には、
データの整備状況により一部収録されてい
ない地域があります。ご了承ください。
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• 電話番号検索データはタウンページ
（2003年9月発行）をもとに作成していま
す。タウンページは、NTT東日本および
NTT西日本の商標です。

• 個人宅電話番号検索は、㈱ダイケイのテレ
データを使用しています。公開「電話番
号」および公開電話番号登録者「名字」の
入力で、地域に格差がありますが全国で地
図検索が可能です。なお、検索された物件
の一部では周辺までの表示になる場合があ
ります。ご了承ください。

• VICSリンクデータベースの著作権は、
（財）日本デジタル道路地図協会、（財）日
本交通管理技術協会に帰属しております。
なお、本ソフトは、全国47都道府県の
VICSレベル３対応データを収録しており
ます。VICSによる道路交通情報（渋滞や
混雑の矢印等）の地図上への表示は毎年、
追加・更新・削除され、その削除された部
分は経年により一部の情報が表示されなく
なることがあります。

本ソフトの情報について
本ソフトは、おおむね以下の年月までに
収集された情報に基づいています。
• 道路：2003年10月（高速 /有料道路）/

2003年9月（国道 /都道府県道） 　
• 交通規制*：2003年4月　
• 住所検索：2003年12月　
• 電話番号検索：2003年9月　　
• 個人宅電話番号検索：2003年11月
• 郵便番号検索：2003年12月
• ジャンル検索：2003年11月　　
• 高速・有料道路料金：2003年11月　　
• 市街地図：2003年7月

* 交通規制は普通自動車に適用されるもののみです。
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本ディスクにおける個人情報保護について

• 本ディスクでは、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元
に作成されたデータ（株式会社ダイケイ製）を使用しています。

• 当社は、本ディスクにおいて、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業
協力会社を除く第三者に開示しません。

• 個人情報の削除 /変更をご希望の方は、次のソニー株式会社窓口までご連絡ください。
対応可能な次期商品から対応いたします。なお、製造済みの商品の回収 /変更 /削除に
は応じられませんので、ご了承ください。

お問い合わせ窓口
テクニカルインフォメーションセンター
048-794-5194
受付時間　月～金　9：00～ 18：00（祝日、年末年始を除く）

2004年5月発行
製作・発行／株式会社ゼンリン
© 2003.TMT
© 2003 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION
© 2003 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION
© 2003 AREX CO.,LTD.  
© 2004　ZENRIN　CO., LTD.  
© ジオ技術研究所
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株式会社 ゼンリン
フリーダイヤル：0120-210-616
受付時間：月～金 10:00～ 17:00（祝日、弊社指定休日は除く）

XYZ本体の取り扱いなどに関してのお問い合わせ先

文字表示（レベル1）、簡易図形表示（レベル2）、VICSの概念、サービス提供エリアに関して

VICSセンター（東京センター）
電話によるお問い合わせ
電話番号：0570-00-8831（全国から市内通話料金でご利用になれます）
携帯・PHS専用：（03）3592-2033（東京）/（06）6209-2033（大阪）
受付時間：9:30～ 17:45（土日、祝祭日、年末年始のセンター休日を除く）

FAXによるお問い合わせ
FAX番号：（03）3592-5494（全国）
受付時間：24時間

また、VICSの最新情報やFM多重放送局の周波数の情報などは
ホームページ（URL：http://www.vics.or.jp/）でご覧いただけます。

地図の内容についてのお問い合わせ先

VICSについてのお問い合わせ先

2-050-565-01(1)© 2004 Sony Corporation   Printed in Japan
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