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取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

バージョンアップ
キット

NVD-302M
NVD-302MR

裏表紙の「ソフトウェア使用許諾誓約書」をお読み

いただき、ご同意されましたらご使用ください。

バージョンアップの対象機種
NVX-W8 NVX-FW80
NVX-FW8 NVX-FW808
NVX-FW86 NVX-W1
NVX-W900 NVX-FW1

NVX-FW5
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この取扱説明書は、NVD-302Mおよび
NVD-302MR共通です。
NVD-302MRには、バージョンアップディスクの
他にリモコン（RM-X79）が付属しています。
付属のリモコン（RM-X79）に限った操作は、例え
ば「NVD-302MRのみ」のように表記してありま
す。

バージョンアップ時のご注意

バージョンアップを行うと、ナビシステム本
体のプログラムが書き変えられます。
以下の点にご注意ください。
• 記録されていた走行軌跡は消去される場合
があります。

• ルート探索条件、走行軌跡に関する設定、
メニューの各種設定などの設定項目が、お
買い上げ時の状態になる場合があります。

• モニター設定が2画面モードに切り換わりま
す。2画面モードと全画面モードの切り換え
は、カスタムメニューで行います。その場
合、あらかじめカスタムメニューに「全画面
／2画面」の項目を登録しておく必要があり
ます。登録は、システムメニューの「システ
ム設定」の中にある「カスタム設定」で行い
ます。

ご注意
このCD-ROMをCDプレーヤーなどで再生しないでくださ
い。大音量が出力されることがあります。

バージョンアップの対象機種
このバージョンアップディスクを使用できる機種

は、次のとおりです。
NVX-W8
NVX-FW8
NVX-FW86
NVX-W900
NVX-FW80
NVX-FW808
NVX-W1
NVX-FW1
NVX-FW5

はじめに

ご使用になる前に 目次
目次

はじめに
ご使用になる前に ............................................. 2

バージョンアップ機能一覧
機種別バージョンアップ機能一覧 .................... 3

プログラムを更新する
プログラムを更新する ...................................... 4

付属のリモコンを使った機能
（NVD-302MRのみ）

リモコン（RM-X79）の操作ボタン .................. 5
リモコンの使いかた .......................................... 6
簡単検索機能 ..................................................... 7

バージョンアップの追加機能
方面ガイドスクロール機能 ............................... 8
3Dビュー機能 ................................................... 8
ハイウェイマップ機能 .................................... 10
複数ルート探索機能 ........................................ 11
住所検索／戸番入力機能 ................................. 12
ガイドルートスクロール機能 ......................... 13
インターネットに接続する ............................. 14
インターネットの設定 .................................... 20
音声コマンドの追加

（対象機種：NVX-W900のみ）.................. 24

その他
その他の変更／追加事項 ................................. 27
使用できる地図ディスクについて .................. 29
保存とお手入れ ............................................... 31
ソフトウェア使用許諾誓約書 ...................裏表紙
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バージョンアップ機能一覧

機種別バージョンアップ機能一覧

バージョンアップをすることで、ご使用の機種によって以下のような機能が使えるようになります。

●印は、その機種ですでに使用できる（使用している）機能*1です。

詳しくは、（　）内のページをご覧ください。

機種名（NVX-） W8 FW8 FW86 W900 FW80 FW808 W1 FW1 FW5
機能
（ページ）

方面ガイド
スクロール*2（8）

3Dビュー（8）

コンパスライン（9） ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

●

○

●すでに使用できる機能

○NVD-302M、NVD-302MR共通
◎NVD-302MRのみ

*1 バージョンアップにより、機種によってはメニュー画面が一部変更されているものもありますが、操作のしかたは変わりま

せん。

*2 方面ガイドスクロールは、付属のディスクまたは本機能に対応したディスクを使用したときのみ表示されます。

*3 都市部以外の検索では、地域によって対応していないことがあります。

*4 NVD-301でバージョンアップしている場合、新たに追加されるコマンドはありません。

NVD-301でバージョンアップしている場合
NVX-W8やNVX-FW8、NVX-FW86、NVX-W900で、NVD-301を使用してバージョンアップしている
場合、上記の表に示されている一部の機能がすでに使用できる状態になっているものもあります。

○ ○○

簡単検索（7）
（NVD-302MRのみ）

数字キー入力（6）
（NVD-302MRのみ）

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

●

◎

ハイウェイマップ（10）

ガイドルート
スクロール（13）

複数ルート探索（11）

インターネット機能の
拡充（14）

住所検索／戸番入力*3

（12）

音声コマンドの追加（24）
（対象機種：NVX-W900のみ）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○*4

○

○

○

○

○ ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ●

● ● ● ● ●

ナビ研S規格拡張
フォーマット対応（29）

○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●
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プログラムを更新する

プログラムを更新する

1 電源を入れ、地図ディスクプレーヤーに
バージョンアップディスクを入れる

2「更新する」を選んで、カーソル/決定ボタ
ンを押す
バージョンアップを中止するには、「いいえ」

を選んで、カーソル/決定ボタンを押しま
す。

3 プログラム更新終了のメッセージを確認
し、地図ディスクに入れ替える
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付属のリモコンを使った機能（NVD-302MRのみ）

リモコン（RM-X79）の操作ボタン
（NVD-302MRのみ）

NVD-302MRに付属のリモコン（RM-X79）で、ご使用になっているナビシステムの操作ができます。
各操作ボタンの位置は下図のとおりです。

情報�

消音�

検索� カスタム�

決定�

広域�

詳細�

ル
ー
ト
�

戻る�

メニュー�

簡単検索�

画面表示�

現在地� システム�

CH11 CH12CH10

採用�

2 31

654

987

0

LED

カスタムボタン

カーソル/決定ボタン

ルートボタン

簡単検索ダイヤル

簡単検索操作をするとき

に使用します。

詳しくは、6、7ページ
をご覧ください。

システムボタン数字キー

数値入力をするときに使用

します。

詳しくは、6ページをご覧
ください。

現在地ボタン

戻るボタン

広域/詳細（ズーム）ボタン

検索ボタン

情報ボタン

テレビ/ビデオ画面時のリモコン操作
ナビシステムNVX-FW5に付属のモニターまたは別売りモニターXTL-W7、XTL-W5をご使用の場合、テ
レビ/ビデオ画面時のモニターをリモコンRM-X79（上図のリモコン）で操作することができます。それ以
外のモニターでは、リモコンRM-X79を使用しても、ナビ画面とテレビ/ビデオ画面の切り換えなど一部の
操作ができないことがありますので、ご使用のモニターに付属のリモコンをお使いください。

操作について詳しくは、ご使用のナビシステムまたはモニターの取扱説明書をご覧ください。

ボタン テレビ/ビデオ画面時の操作
カスタム 画面モード（ノーマル、フル、ズーム、ワ

イドズーム）を切り換えます。

テレビ/ビデオ ボタンを押すたびにテレビ画面とビデオ画

面が切り換わります。

サイマル機能時には、機能を解除します。

ナビ ナビ画面に切り換えます。

2秒以上押したままにすると、サイマル機
能が働きます

カーソル/決定 チャンネルを選びます。

ボタン テレビ/ビデオ画面時の操作
数字キー* そのモニターで登録した（プリセットし

た）チャンネル番号を数字キーで選ぶこと

ができます。

現在地 チャンネル番号などを画面に表示します。

戻る メニュー画面を表示します。

広域/詳細（ズーム）音量を調節します。
情報 音声を消します。

* リモコンに表示されている番号は、放送局のチャンネルを
意味するものではありません。

テレビ/ビデオボタン

ナビボタン
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付属のリモコンを使った機能（NVD-302MRのみ）

リモコンの使いかた
（NVD-302MRのみ）

NVD-302MRに付属のリモコンには、簡単検索ダ
イヤルと数字キーがあります。

簡単検索ダイヤルの使いかた

簡単検索について詳しくは、次ページをご覧くだ

さい。

1 簡単検索ダイヤルを回す

簡単検索�

カスタム�
決定�

テ
レ
ビ
／
ビ
デ
オ
�

広域�

詳細�

ル
ー
ト
�

現在地�

戻る�

メニュー�

簡単検索メニューが表示されます。

2 ダイヤルを回し、項目を選ぶ

3 そのままダイヤルを垂直に押す

簡単検索�

カスタム�
決定�

テ
レ
ビ
／
ビ
デ
オ
�

広域�

詳細�

ル
ー
ト
�

現在地�

戻る�

メニュー�

項目が決定され、次の操作に移ります。

ご注意
簡単検索を操作するときは、カーソル/決定ボタンでの操作
は不要です。カーソル/決定ボタンを押しても項目は決定さ
れません。

数字キーの使いかた

画面表示�

現在地� システム�

CH11 CH12CH10

採用�

2 31

654

987

0

数字キー

番号などの数字を入力する操作が画面に表示され

たとき、画面上の数字キーをカーソル/決定ボタン
で1文字づつ選んで入力するかわりに、リモコンの
数字キーを使用することができます。

矢印キー

入力位置を移動することができます。

採用キー

番号など数字の入力を終えたあとに押すと、入力

した操作の目的が実行されます。（例えば「電話番

号検索」画面の「検索」ボタンにあたります。）

数字キーで入力できる画面

検索メニュー

•「電話番号検索」画面
•「住所検索／戸番入力」画面*
•「緯度経度検索」画面

システムメニュー

•「電話番号入力」画面
• VICSやFM選局時などの周波数入力画面
•「接続先電話番号設定」画面
•「ネームサーバー設定」画面
•「ポート設定」画面
など

* 地域によっては、表示されないことがあります。

数字キー

矢印キー

採用キー
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付属のリモコンを使った機能（NVD-302MRのみ）

簡単検索機能
（NVD-302MRのみ）

自宅やマーク登録した地点、最近探した場所、最

近探したルートなどをすばやく呼び出し、ルート

を探したり、地図を表示したりすることができま

す。場所とルートは一番新しいものから3つめまで
を呼び出すことができます。

最近行った場所やルートを使う

1 簡単検索ダイヤルを回す
簡単検索リストが表示されます。

2 ダイヤルを回して場所を選び、そのままダ
イヤルを押す
次の操作を選ぶ画面が表示されます。

「ルートを探す」：呼び出した地点を目的地に
して、ルート探索が始まります。

「地図を見る」：呼び出した地点の画面になり
ます。

「編集する」：マークを選んだときは「マーク
編集」画面、最近のルートを選んだとき
は「ルート編集」画面になります。（最近
検索した地点（ マーク）を選ぶと「編
集する」は表示されません。）

「戻る」：簡単検索リストに戻ります。

3 ダイヤルを回して項目を選び、そのままダ
イヤルを押す
選択した項目が実行されます。

ご注意
•パーキングブレーキを引いていないと、「編集する」は操作
できません。

•簡単検索を操作するときは、カーソル/決定ボタンでの操作
は不要です。

カーソル/決定ボタンを押しても項目は決定されません。簡
単検索ダイヤルをそのまま垂直に押してください。

自宅への帰り道を案内させる

「マーク編集」画面で自宅を登録しておくと簡単に

自宅へ帰るルートを探すことができます。

1 簡単検索ダイヤルを回す
簡単検索リストが表示されます。

2 ダイヤルを回して「自宅へ帰る」を選び、
そのままダイヤルを押す
自動的に地図画面に戻り、ルートを探して道

案内を始めます。

簡単検索画面のマークについて

簡単検索リストにあるマーク（シンボル）は次のよ

うな意味があります。

： マーク登録した項目

「マーク編集」画面でマークシンボルを変更
することができます。

：最近探したルート（3件まで）

：最近探した地点（3件まで）

簡単検索リストからマーク（ ）を削除したいと

きは

「編集する」から「マーク編集」画面にして、登録し

たマークを削除します。地図上のマークも削除す

ることになりますので、ご注意ください。

（ や は、削除できません。）
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バージョンアップの追加機能

方面ガイドスクロール
機能

地図をスクロールすると、画面の4方向にその先
の地名（方面ガイド）が表示されます。

方面ガイド

方面ガイドを表示したくないときは
システムメニューの「システム設定」画面で、「方面ガイド

スクロール」を「しない」にします。

ご注意
•方面ガイドは、地図スケールが25km以上では表示されま
せん。また、場所によっては表示されない地域がありま

す。

•方面ガイドは、付属のディスクまたは本機能に対応した
ディスクを使用したときのみ表示されます。

バージョンアップの追加機能

3Dビュー機能

地図画面を立体的な奥行きのある表示（3 D
ビュー）にすることができます。

また、3Dビューの傾斜角度を変えることができま
す。

地図画面を3Dビューにする

自車マークが地図上にあって地図が自動的に動く

とき（オートスクロールモード時）、地図を3D
ビュー画面にすることができます。

1 現在地ボタンを押し、自車マークを表示す
る
オートスクロールモードになります。

2 カーソル/決定ボタンを押す
決定メニューが表示されます。

3「3Dビュー」を選ぶ
地図画面がすでに3Dビューになっていると
きは、「スタンダードビュー」を選んで元の

スタンダードビューに戻すことができます。
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3Dビュー画面の角度の設定

3Dビュー画面の視点の位置を調整できます。

1 システムボタンを押す
システムメニューが表示されます。

2「3D角度設定」を選び、カーソル/決定ボタ
ンを押す

3 カーソル/決定ボタンを上下に押し、角度
を設定する
傾斜角度は80°␣ ～10°まで変えられます。数
値が小さいほど、空の部分が広くなります。

角度により調整時のステップは異なります。

4 カーソル/決定ボタンを押す
3Dビューの地図画面に戻ります。

ご注意
リモコンの広域/詳細（ズーム）ボタンでは、3D角度設定は
できません。

4 カーソル/決定ボタンを押す
3Dビュー地図画面になります。

ご注意
•オートスクロールモード（自動的に地図が動く）ときにの
み、「3Dビュー」が表示されます。カーソル/決定ボタンで
地図をスクロールすると、オートスクロールモードではな

くなります。もう1度現在地ボタンを押すとオートスク
ロールモードになります。

• 3Dビュー画面では、地図画面は常にヘディングアップにな
ります。

• 3Dビュー画面のとき地図をスクロールすると、自動的にス
タンダードビュー画面になります。3Dビュー画面に戻るに
は、現在地ボタンを押します。

•画面右下の縮尺表示は、自車マーク位置の縮尺です。
•スタンダードビュー画面を3Dビュー画面にすると、地図の
手前側の縮尺が約2倍になり、スケール表示も変化しま
す。

コンパスラインについて

3Dビュー画面のときに自車マークを中心とした同
心円上におおよその距離が表示されます。これが

コンパスラインです。

コンパスラインは、スタンダードビュー画面のと

きには表示されません。

コンパスラインを表示したくないときは
システムメニューの「システム設定」画面で、「コンパスライ

ン」を「しない」にします。
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バージョンアップの追加機能

ハイウェイマップ機能

高速道路走行中に、進行方向の主要な地点（ジャ

ンクション、インターチェンジ、サービスエリ

ア、経由地、目的地など）の情報を表示すること

ができます。

ハイウェイマップを表示するには

次の2とおりの方法があります。
• システムメニューの「システム設定」画面で、
「ハイウェイマップ自動切り換え」を「する」に設

定する。高速道路に入ると自動的にハイウェイ

マップに切り換わります。（ルートガイド時の

み）

• カスタムメニューの「ハイウェイマップ」を選択
し、カーソル/決定ボタンを押す。
どちらの場合も、高速道路から出ると自動的に地

図画面に戻ります。

前後の地点を表示するには

カーソル/決定ボタンを上下に押します。

地図画面に戻るには

リモコンの現在地ボタンを押します。再びハイ

ウェイマップを表示するには、カスタムメニュー

で「ハイウェイマップ」を選びます。

現在地からの距離と
到着予想時刻

地点名とインターチェンジ
（IC）やパーキングエリア
（PA）などの地点の種類を
示すマーク

道路表示
VICS情報によって色分け
されます。
渋滞：赤
混雑：オレンジ
平常：青
VICS情報なし／不明：白

施設の種類を示すマーク
と混雑状況（別売りビー
コンユニット接続時のみ）

ご注意
•ルートガイド中は目的地までの情報を表示します。ただ
し、フルタイムルートガイド時には、次の分岐点までの情

報表示になります。

• 2画面のときは、ジャンクションやインターチェンジ、
サービスエリアなど主要な地点の種類は表示されません。

•ハイウェイマップ機能を使っているときは、高速道路に隣
接する一般道路を走行中に、ハイウェイマップが表示され

ることがあります。

•高速道路でも、ジャンクションやインターチェンジ、サー
ビスエリアなどがない場合には表示されません。

音声で操作できます。

（対象機種：NVX-W900のみ）
「ハイウェイマップ」「ハイウェイマップを見る」

地図に戻るときは

「現在地」「地図画面」
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バージョンアップの追加機能

複数ルート探索機能

同じ目的地に向かうルートを、探索条件（高速道

路優先など）を変えて3通りまで同時に探索し、比
較することができます。

複数探索を実行する

ルートメニューの「探索条件」設定画面（次ページ

参照）で、複数ルート1～3のそれぞれに異なる探
索条件を設定しておくと、複数のルートを探索し

て比較し、最適なルートを選ぶことができます。

1 リモコンのルートボタンを押す

2「ルート設定」を選び、カーソル/決定ボタ
ンを押す
「ルート設定」画面が表示されます。目的地

や経由地などを設定します。

3「複数探索」を選び、カーソル/決定ボタン
を押す
地図画面に戻り、ルート1～3の探索が連続
して実行されます。

ルート選択ボタン

探索中にリモコンのルートボタンを押すと

探索中のルートの探索条件設定画面になり、

設定を変更できます。

全ルート表示中にリモコンの現在地ボタン

を押すと

現在選択されているルートでルートガイドが

始まります。

4 探索終了後、画面のルート選択ボタンで
ルートを選び、カーソル/決定ボタンを押
す
地図画面に戻り、選択したルートのルートガ

イドが始まります。

音声で操作できます。

（対象機種：NVX-W900のみ）
「1番」「2番」「3番」「1本目のルート」「2本目
のルート」「3本目のルート」

ご注意
•ルート探索ができなかった場合、そのルート選択ボタンは
表示されません。

•ルートが1本も探索できなかった場合は、手順2の「ルート
設定」画面に戻ります。

音声で操作できます。

（対象機種：NVX-W900のみ）
「複数ルート探索」「複数探索」
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複数ルート1～3の探索条件を
変更する

1 リモコンのルートボタンを押す
ルートメニューが表示されます。

2「探索条件」を選び、カーソル/決定ボタン
を押す
サブメニューに設定するルートの選択項目が

表示されます。

3「複数ルート1」を選び、カーソル/決定ボ
タンを押す
「ルート1探索条件」設定画面になります。複
数ルート2、3を選んだときは、ルート2、3
の設定画面になります。

4 設定を変更する
カーソル/決定ボタンの上下を押して項目を
選び、左右を押して設定を切り換えます。

設定項目について詳しくは、ご使用のナビシ

ステムの取扱説明書をご覧ください。

5「設定終了」を選び、カーソル/決定ボタン
を押す
ルートメニューに戻ります。

設定を取り消すには

「キャンセル」を選び、カーソル/決定ボタン
を押します。

複数探索を開始するには

「複数探索」を選び、カーソル/決定ボタンを
押します。

続けて他の複数ルートを設定するには

「ルート2」または「ルート3」を選び、カーソ
ル/決定ボタンを押します。

バージョンアップの追加機能

住所検索／戸番入力
機能

検索メニューの「住所検索」画面で、住所を手がか

りに操作を進めると、番地まで指定することがで

きます。（手順9参照）
ただし、都市部以外の地域によっては、番地まで

指定できないことがあります。

1 リモコンの検索ボタンを押す

2「住所」を選び、カーソル/決定ボタンを押
す

3 カーソルを都道府県名を指定する欄（2段
目）に移動し、カーソル/決定ボタンを押
す
都道府県名は北から順に並んでいます。

広域/詳細（ズーム）ボタンでリスト項目の
ページを送ることができます。

4 指定したい都道府県名を選び、カーソル/
決定ボタンを押す

5 カーソルを市区町村名を指定する欄（3段
目）に移動し、カーソル/決定ボタンを押
す
都道府県名に対応した市区町村リストが表示

されます。

6 指定したい市区町村名を選び、カーソル/
決定ボタンを押す
都道府県、市区町村の選択だけで検索を実行

することもできます。そのときは、手順11
に進んでください。

7 カーソルを大字/町名を指定する欄（4段
目）に移動し、カーソル/決定ボタンを押
す

8 指定したい大字/町名を選び、カーソル/決
定ボタンを押す

バージョンアップの追加機能

複数ルート探索機能（つづき）
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9 カーソルを番地などを指定する欄（5段目）
に移動し、カーソル/決定ボタンを押す
「住所検索／戸番入力」画面になります。

10カーソル/決定ボタンで、検索したい番地
を入力する
画面上の数字を1字づつ選択し、カーソル/決
定ボタンを押して入力します。

「－」（ダッシュ）を入力するには

画面上の「－」ボタンを選択してカーソル/決
定ボタンを押します。

入力したすべての数字を削除するには

画面上の「全削除」ボタンを選択してカーソ

ル/決定ボタンを押します。

間違った数字を削除するには

画面上の「削除」ボタンを選択してカーソル/
決定ボタンを押します。

NVD-302MRをご使用の場合、付属のリモ
コンの数字キーで入力することができます

（6ページ）。「－」（ダッシュ）を入力すると
きは、矢印キーの[→]を押します。

11「地図」を選んで、カーソル/決定ボタンを
押す
指定した住所の地図画面になります。

ご注意
•手順9、10の「住所検索／戸番入力」は、地域によって
は、できないことがあります。

•地図ディスクによっては、手順が異なる場合があります。
•ご使用のディスクが地域版の場合、IIS情報から検索しま
す。詳しくは、ご使用のディスクの取扱説明書をご覧くだ

さい。

ルートガイド中に目的地までの残りの経路を確か

めるために、ルートに沿って地図画面を自動的に

先に進める（スクロールする）ことができます。

目的地までスクロールすると、その位置の地図画

面で止まります。

ガイドルートスクロールを実行するには

ご使用のナビシステムに付属の取扱説明書に記載

されている「よく使う機能をカスタムメニューに

登録する」をご覧になり、「ガイドルートスクロー

ル」をカスタムメニューに登録して実行します。

ご注意
•次の場合は、ガイドルートスクロールができません。
―自車マークが探索したルート上にないとき

―ハイウェイマップや詳細地図が表示されているとき

•次の場合は、ガイドルートスクロールが中止されます。
―カーソル/決定ボタンで地図をスクロールさせたとき
―リルート機能が働いたとき

音声で操作できます。

（対象機種：NVX-W900のみ）
「ガイドルートスクロール」「ガイドルートスク

ロールを見る」

中止するときは

「現在地」「地図画面」

バージョンアップの追加機能

ガイドルート
スクロール機能
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バージョンアップの追加機能

インターネットに接続する

ご注意

別売りPDCインターネットユニットNVA-W1Cを
お買い上げの方も、本書の説明をお読みくださ

い。

インターネットに接続するには、次の準備が必要

です。

• 別売りのPDCインターネットユニットとデジタ
ル携帯電話（9600bpsのデータ通信機能に対応
したもの）の接続

• プロバイダー（通信会社）との契約
• インターネットの設定（20～23ページ）

ホームページを見る

ホームページを見るには、次のように操作しま

す。

1 リモコンの情報ボタンを押す

2「インターネット」を選び、カーソル/決定
ボタンを押す

3 カーソル/決定ボタンを押す
メニュー一覧が表示されます。

音声で操作できます。

（対象機種：NVX-W900のみ）
「インターネット」「インターネットを見る」

地図に戻るときは

「現在地」「地図画面」

ホームページの見かた

ページを切り換えるには
ナビシステムのリモコンで操作します。広域ボタンで戻り、

詳細ボタンで進みます。通常は、1度参照したホームページ
を一時的に記憶しています。

スクロールのしかた
画面上のカーソル（＋マーク）を上下左右に移動すると、上

端や下端付近、左端や右端付近で画面がスクロールします。

リンク先を見るには
画面上のカーソルが指マークに変わる部分で、カーソル/決
定ボタンを押します。リンク先のホームページへ移ります。

インターネット関連のメニューを表示するには
画面上のカーソルが＋マークのときに、カーソル/決定ボタ
ンを押します。

画面のスクロールやページ切り換え以外の操作は、表示され

たメニューで行います。

途中でダウンロードを中止するには
メニューの「中止」を選択し、カーソル/決定ボタンを押しま
す。

ご注意
「中止」を選択してカーソル/決定ボタンを押しても、回線は
切断されません。

画面を表示したまま回線だけを切断したいときは、「回線切

断」を選んでカーソル/決定ボタンを押してください。
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新しいURLを入力してアクセ
スする

初めてのホームページを見るには、URLを入力す
る必要があります。

カーソルが＋状態のときカーソル/決定ボタンを押
し、メニューを表示して操作します。

1 メニューの「URL入力」を選び、カーソ
ル/決定ボタンを押す
「定型」語句入力画面になります。

2 定型語句を1つずつ選択し、カーソル/決定
ボタンを押す
URL表示欄に定型語句が表示されます。

3「英数」を選び、カーソル/決定ボタンを押
す
文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタ
ンを押して入力します。

URL表示欄に入力内容が表示されます。

間違った文字を入力したときは

「削除」を選択し、削除したい文字にカーソ

ルを移動してカーソル/決定ボタンを押しま
す。

次ページへつづく

プロバイダーへの接続状態は、画面右上のアイコン 
に次の3段階で表示されます。
•ダウンロード中
•ダウンロードしていないが、電話回線接続中
•電話回線接続準備中

インターネット画面を終了するには
メニューの「終了」を選択し、カーソル/決定ボタンを押しま
す。

回線を切断し、地図画面に戻ります。

ご注意
•回線を切断してから地図画面に戻るまでに、数10秒から数
分間かかることがあります。

•インターネットから得られた情報の内容と、それらの利用
により発生した損害に関して、弊社はいかなる責任も負わ

ないものとします。

•地図画面に戻るには、リモコンの現在地ボタンを押しま
す。
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URLをブックマークに登録する

現在表示しているURLを、ブックマークに登録す
ることができます。登録されたURLはブックマー
クリストから選択するだけで、アクセスすること

ができます。ブックマークは30か所まで登録でき
ます。

カーソルが＋状態のときカーソル/決定ボタンを押
し、メニューを表示して操作します。

1 メニューの「ブックマーク」を選び、カー
ソル/決定ボタンを押す
サブメニューにブックマークリストが表示さ

れます。

2 サブメニューの「追加」を選び、カーソル/
決定ボタンを押す
現在表示しているURLが、追加されます。

バージョンアップの追加機能

インターネットに接続する（つづき）

記号を入力するときは

「記号」を選択し、カーソル/決定ボタンを押
します。

間違った文字を入力したときは

「削除」を選択し、削除したい文字にカーソ

ルを移動してカーソル/決定ボタンを押しま
す。

入力位置を移動するには

Gまたはgボタンを選択し、カーソル/決定ボ
タンを押します。

文字を挿入するには

Gまたはgボタンで挿入位置を決め、「挿入」

を選択してから、文字を入力してカーソル/
決定ボタンを押します。

入力したすべての文字を削除するには

「全削除」を選択し、カーソル/決定ボタンを
押します。

4「設定」を選び、カーソル/決定ボタンを押
す
入力されたURLアドレスのホームページに
アクセスします。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタン
を押します。
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過去のページ（ヒストリー）に戻る

1度表示したページは30種類まで記憶されていま
す。これらのページを再表示するには、ヒスト

リーリストを選択します。

カーソルが＋状態のときカーソル/決定ボタンを押
し、メニューを表示して操作します。

1 メニューの「ヒストリー」を選び、カーソ
ル/決定ボタンを押す
サブメニューにヒストリーリストが表示され

ます。

2 サブメニューで再表示したいヒストリーを
選び、カーソル/決定ボタンを押す
選択したページを再表示します。

登録済みのURLにアクセスする

すでにブックマークにURLを登録してある場合、
見たいホームページにアクセスするには、ブック

マークを選択するだけです。

カーソルが＋状態のときカーソル/決定ボタンを押
し、メニューを表示して操作します。

1 メニューの「ブックマーク」を選び、カー
ソル/決定ボタンを押す
インターネットメニューが表示されます。

2 サブメニューにカーソルを移動し、アクセ
スしたいブックマークを選んでカーソル/
決定ボタンを押す
選択したURLアドレスのホームページにア
クセスします。

ブックマークを削除する

ブックマークに登録済みのURLから、不要な項目
を削除することができます。

カーソルが＋状態のときカーソル/決定ボタンを押
し、メニューを表示して操作します。

1 メニューの「ブックマーク削除」を選び、
カーソル/決定ボタンを押す
サブメニューにブックマークリストが表示さ

れます。

2 サブメニューで削除したいブックマークを
選び、カーソル/決定ボタンを押す
選択したブックマークが削除されます。



18

「ユーザーIDを入力してください」
と表示されたときは

ホームページの種類によっては、最初にユーザー

IDやパスワードなどの入力を要求してくる場合が
あります。そのときは、次のように操作してくだ

さい。

1 画面上の「英数」または「記号」を選び、
カーソル/決定ボタンを押す

2 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボ
タンを押して確定する
入力方法は、URL入力の場合と同じです。

3 画面上の「設定」を選び、カーソル/決定ボ
タンを押す
「パスワードを入力してください」画面にな

ります。

4 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボ
タンを押して確定する
入力方法は、URL入力の場合と同じです。

バージョンアップの追加機能

インターネットに接続する（つづき）

表示モードを切り換える

カーソルが＋状態のときカーソル/決定ボタンを押
し、メニューを表示して操作します。

1 メニューの「表示切換」を選び、カーソル/
決定ボタンを押す
表示モードと文字コード欄が表示されます。

2 表示モードを選び、カーソル/決定ボタン
を押す
1/1：通常（工場出荷時）

1/2：画像データの表示サイズが縦横1/2の
大きさになります。（文字はそのまま

です。）

テキスト：文字のみを表示します。

3 文字コードを選び、カーソル/決定ボタン
を押す
表示するホームページの文字コードを選びま

す。通常は「自動」ですが、文字がうまく表

示されないときは、「S J I S」、「J I S」、
「EUC」に変更してください。

4「設定終了」を選び、カーソル/決定ボタン
を押す
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「選択してください」と表示されたと
きは

ホームページの種類によっては、入力フォームに

指定された選択肢から1項目または複数の項目を選
んで入力する場合があります。

そのときは、次のように操作してください。

1項目を選択する場合

1 項目を選び、カーソル/決定ボタンを押す
元のページに戻ります。

複数の項目を選択する場合

1 必要な項目を選び、カーソル/決定ボタン
を押す

2「選択終了」を選び、カーソル/決定ボタン
を押す
元のページに戻ります。

ご注意
実際の画面は、ホームページによって異なります。

5 画面上の「設定」を選び、カーソル/決定ボ
タンを押す
指定したホームページが表示されます。

•ユーザーIDとパスワードはそれぞれ5つ程度ホームページ
ごとに保存されるため、毎回入力する必要はありません。

•ユーザーIDとパスワードの設定は、一定の容量を超える
と、古いものから自動的に消去されます。
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バージョンアップの追加機能

インターネットの設定

この項目は、別売りのPDCインターネットユニッ
トを接続したときのみ表示されます。インター

ネットユニットを接続したときは、必ずこれらの

設定を行ってください。

ご注意
別売りPDCインターネットユニットNVA-W1Cをお買い上
げの方も、本書の説明をお読みください。

接続先の電話番号を設定する

接続先の電話番号は、ご契約のプロバイダーにご

確認ください。

1 システムボタンを押す
システムメニューが表示されます。

2「システム設定」を選び、カーソル/決定ボ
タンを押す

3「インターネット設定」を選び、カーソル/
決定ボタンを押す
「インターネット設定」画面になります。

4「接続先電話番号」を選び、カーソル/決定
ボタンを押す
「接続先電話番号設定」画面が表示されま

す。

5 番号を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボ
タンを押して確定する
携帯電話からかけるため、市外局番から入力

してください。

「変更」欄に入力内容が表示されます。

入力位置を移動するには

Gまたはgボタンを選択し、カーソル/決定ボ
タンを押します。

間違った文字を入力したときは

Gまたはgボタンで削除したい文字にカーソ

ルを移動してから、「削除」を選択してカー

ソル/決定ボタンを押します。

文字を挿入するには

Gまたはgボタンで挿入位置を決め、「挿入」

を選択してから、文字を入力してカーソル/
決定ボタンを押します。

入力したすべての文字を削除するには

「全削除」を選択し、カーソル/決定ボタンを
押します。

NVD-302MRをご使用の場合、付属のリモ
コンの数字キーで入力することができます

（6ページ）。

6「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを
押す
「インターネット設定」画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタン
を押します。
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ユーザーIDを設定する

ユーザーIDは、ご契約のプロバイダーにご確認く
ださい。

1 インターネット設定画面で「ユーザーID」
を選び、カーソル/決定ボタンを押す
「ユーザーID設定」画面が表示されます。

2 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボ
タンを押して確定する
表示欄に入力内容が表示されます。

入力方法は、URL入力の場合と同じです。

3「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを
押す
「インターネット設定」画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタン
を押します。

パスワードを設定する

パスワードは、ご契約のプロバイダーにご確認く

ださい。

1 インターネット設定画面で「パスワード」
を選び、カーソル/決定ボタンを押す
「パスワード設定」画面が表示されます。

2 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボ
タンを押して確定する
すでにパスワードが入力されているときは

「＊＊＊」で表示されています。新たに入力

すると、すべて消去されて上書きになりま

す。

入力方法は、URL入力の場合と同じです。

3「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを
押す

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタン
を押します。

ご注意
パスワードを変更するときは、手順1から改めて操作してく
ださい。
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ネームサーバーを設定する

ネームサーバーは、2つまでの設定が可能です。
お買い上げ時、以下の設定は、So-net*で指定す
る値に設定されています。

• ネームサーバー1：202.238.95.24
• ネームサーバー2：202.238.95.26
• ポート：8080
• プロクシーサーバー：proxy01.so-net.ne.jp

1 インターネット設定画面で「ネームサー
バー」を選び、カーソル/決定ボタンを押
す

2「ネームサーバー1」または「2」を選び、
カーソル/決定ボタンを押す

入力方法は、電話番号の場合と同じです。

3 数字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボ
タンを押して確定する
NVD-302MRをご使用の場合、付属のリモ
コンの数字キーで入力することができます

（6ページ）。

* So-netはインターネットプロバイダーの会社名
です。

4「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを
押す
ネームサーバー選択画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタン
を押します。

5「設定終了」を選んで、カーソル/決定ボタ
ンを押す
設定操作を終了し、地図画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタン
を押します。

バージョンアップの追加機能

インターネットの設定（つづき）
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プロクシーサーバーとポートを
設定する

契約しているプロバイダーによっては、プロク

シーサーバーの設定と、サーバーで使用するポー

ト番号の設定が必要です。

1 インターネット設定画面で「プロクシー
サーバー／ポート」を選び、カーソル/決
定ボタンを押す
「プロクシーサーバー設定」画面が表示され

ます。

2 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボ
タンを押して確定する
表示欄に入力内容が表示されます。

入力方法は、URL入力の場合と同じです。

3「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを
押す
「ポート設定」画面が表示されます。

4 数字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボ
タンを押して確定する
変更欄に入力内容が表示されます。

入力方法は、電話番号の場合と同じです。

NVD-302MRをご使用の場合、付属のリモ
コンの数字キーで入力することができます

（6ページ）。

5「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを
押す
設定操作を終了し、地図画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタン
を押します。

ご注意
プロクシーサーバーとポートの設定については、必ずプロバ

イダーの指定に従ってください。

契約先のプロバイダーによっては、プロクシーサーバーと

ポートの設定がないことがあります。その場合は、上記の手

順2で「全削除」を選び、プロクシーサーバー欄を空欄にして
ください。
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5「読み」を選び、カーソル/決定ボタンを押
す

6 カーソル/決定ボタンで読みを1文字ずつ選
択し、再度ボタンを押して確定する
「変更名」欄に入力内容が表示されます。

入力できる文字は、半角カタカナのみです。

入力方法は、「マークの読みを設定する」

（NVX-W900取扱説明書の44ページ）と同
様です。

ご注意
• 音声コマンドと同じ「読み」は登録できません。
（「イエニカエル」など）

• 重複した「読み」は設定できません。

7「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを
押す
ルートに新しい読みがつき、ルート呼出／編

集画面に戻ります。

変更を中止するには、「キャンセル」を選ん

でカーソル/決定ボタンを押します。

NVX-W900の音声認識機能に、次の内容が追加さ
れます。すでにNVD-301でバージョンアップして
いる場合、新たに追加されるコマンドはありませ

ん。

ルートの「読み」を登録する

ルート編集またはマーク編集で「読み」を設定した

場合、音声で呼び出すことができます。ルート編

集では、ルート探索が開始されます。マーク編集

では、マーク地点の地図を表示します。

ここでは、ルートの「読み」の設定について説明し

ます。

1 リモコンのルートボタンを押す

2「ルート呼出」を選び、カーソル/決定ボタ
ンを押す

3 呼び出したいルート名を選び、カーソル/
決定ボタンを押す

4「編集する」を選び、カーソル/決定ボタン
を押す

「保存指定」は、「する」に設定しておいてく

ださい。

バージョンアップの追加機能

音声コマンドの追加
（対象機種：NVX-W900のみ）
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登録した「読み」でルート検索
／マーク検索を実行する

1 地図画面を表示する

2 音声入力ボタンを押しながら「ルート
けんさく けんさく

検索」または「マーク検索」と発話する
「マークまたはルートの名前で検索できます」
とナビシステムが応答し、音声認識辞書が切
り換わります。

ご注意
たんさく

「ルート探索」とは異なる音声コマンドです。

メニュー画面で辞書を切り換えるには

1音声入力ボタンを押して、すぐ離す。

2「ルート・マーク」を選び、カーソル/決定
ボタンを押す。

3 音声入力ボタンを押しながら、登録した
「読み」を発話する
ルート探索が始まります。

マーク検索の場合は、マーク位置を表示しま

す。

マークやシンボルから電話をか
ける

1 地図画面上のマークにカーソル（＋）を重
ねる
マークが指マークに変わります。

2 音声入力ボタンを押しながら、「電話」（ま
たは「発信」「通話」）と発話する
マークに登録されている電話番号に、電話が

かかります。

ご注意
マークを指定して電話をかけるには、マーク編集で電話番号

を登録しておく必要があります。
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NVX-W900に付属の「音声認識キーワード一覧表」の内容に、下記の項目が追加されます。

認識辞書の切り換え バリエーション 確認の応答

「マーク検索」「ルート検索」 「マーク、またはルートの名前で検索できます」

ナビシステムの操作 バリエーション 確認の応答

「（登録したルート、マークの読み）」

「複数ルート探索」 「複数探索」 「複数のルートを探します」

　→探索結果を選ぶとき

　　「1番」 「1本目のルート」
　　「2番」 「2本目のルート」
　　「3番」 「3本目のルート」
「全ルート表示」 「全ルートを見る」 「ルート全体を表示します」

「ガイドルートスクロール」「ガイドルートスクロールを見る」「ルートに沿って、地図をスクロールします」

　→「ガイドルートスクロール」を中止するとき

　　「現在地」 「地図画面」

「軌跡を消す」 「軌跡消去」 「軌跡を消します」

「ハイウェイマップ」 「ハイウェイマップを見る」「ハイウェイマップです」

「ルート情報」 「ルート情報を見る」 「ルート情報です」

「測位情報」 「測位情報を見る」 「測位情報です」

「インターネット」 「インターネットを見る」 「インターネットです」

　→「ハイウェイマップ」や「ルート情報」、「測位情報」、「インターネット」から地図画面に戻すとき

　　「現在地」 「地図画面」

テレビ操作 バリエーション 機能

「サーチアップ」 「チャンネルサーチ」 チャンネル（放送局）を＋方向にサーチする。

「サーチダウン」 チャンネル（放送局）を－方向にサーチする。

「次のチャンネル」 プリセットチャンネルの1局アップ。
「前のチャンネル」 プリセットチャンネルの1局ダウン。
「1（～12）チャンネル」 プリセットチャンネル番号指定。

「テレビを見る」 「テレビ」 ナビ画面からテレビ画面に切り換える。

「ナビを見る」 「ナビ」 テレビ画面からナビ画面に切り換える。

ご注意
•テレビ操作のキーワードは、XTL-770WおよびXTL-77V接続時のみ有効です。
•メニューを表示しているときは、音声認識は働きません。地図画面のときに使用してください。
•ハイウェイマップ、ルート情報、測位情報、インターネット画面、電話番号入力画面、ガイドスクロール中や音声認識辞書メ
ニュー画面で使える音声コマンドは、「現在地」と「地図画面」の2種類です。

バージョンアップの追加機能

音声コマンドの追加（つづき）
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バージョンアップによって、以下のように表示や

項目などが変更されたり、追加されます。

（　）内は、対象となる機種名です。

オープニング画面
（NVX-W8/FW8/FW86/W900/FW80/FW808/W1/FW1）

車のエンジンをかけて（キーをONの位置にして）
モニターの電源を入れると、オープニング画面が

表示されます。

そ の オ ー プ ニ ン グ 画 面 の タ イ ト ル が 、

「Information Navi System」から「CD-ROM
Navi System」に変更されます。

地図画面の時刻表示
（NVX-W8/FW8/FW86/W900）

地図画面の時刻表示が変更されます。

システムメニューの「システム設定」画面で「フル

タイムルートガイド」を「しない」にしたときの地

図画面上部の帯が短くなります。

（バージョンアップ前）

f
（バージョンアップ後）

時刻表示

時刻表示

「ルート設定」画面の
有料道路マーク
（NVX-W8/FW8/FW86/W900/FW80/FW808）

ルートメニューの「ルート設定」画面で、「目的

地」、「経由地」、「出発地」を有料道路上に設定す

ると緑色の （有料）マークが表示されます。

「ルート設定」の操作について詳しくは、ご使用の

ナビシステムの取扱説明書をご覧ください。

交差点拡大画面の残距離表示
（NVX-W8/FW8/FW86/W900/FW80/FW808）

ガイドポイントに近づいたときに表示される交差

点拡大画面に、交差点までの残距離表示が追加さ

れます。

交差点までの
残距離

その他

その他の変更／追加事項
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「測位情報」の「学習レベル」項目
（NVX-W8/FW8/FW86/W900/FW80/FW808/W1/FW1）

システムメニューの「測位情報」画面に「学習レベ

ル」の項目が追加されます。

「学習レベル」とは車の車速パルスからナビシステ

ムが走行距離を読み取る精度のことです。

C→B→Aの順で学習度が高くなり、レベルが高い
ほど自車位置の精度が高くなります。

学習レベルは、（GPS測位が良い状態で）渋滞のな
い高速道路などで車の走行速度が安定していると

きにはレベルが高くなり、信号待ちの多い市街地

などで走行速度が不安定なときにレベルが低くな

ります。

ご注意
ナビシステムに車速パルスを接続しないときは、「学習レベ

ル」は表示されません。

学習レベル：
A/B/C

「システム情報」の
「車速パルス」項目
（NVX-W8/FW8/FW86/W900/FW80/FW808/W1/FW1）

システムメニュー、「システム情報」画面の「車速

パルス」の項目が変更されます。

「車速パルス」の表示が数値になります。車速パル

スの動作を確認するためには、この画面を表示し

たまま安全な場所で車をゆっくり走らせて数値が

上がるのを確認してください。

ご注意
運転者が車速パルスの動作確認を行うことは危険です。必ず

助手席の同乗者に行ってもらってください。

ネットスタンプ機能
（NVX-W8/FW8/FW86/W900）

システムメニューの「地図情報設定」画面に「ネッ

トスタンプ」の項目が追加されます。

「地図情報」の操作について詳しくは、ご使用のナ

ビシステムの取扱説明書をご覧ください。

「ネットスタンプ」に赤いチェックをつけると、（別

売りのPDCインターネットユニットを接続した場
合）インターネット上のモバイルウェブ仕様（モバ

イルウェブ推進協議会の共通仕様）に準拠するホー

ムページから読み込んだ情報を表示します。

ネットスタンプ

車速パルス：
（数値）

その他

その他の変更／追加事項（つづき）
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「マーク編集」画面の種別項目
（NVX-W8/FW8/FW86/W900）

システムメニュー、「マーク編集」画面の「種別」の

項目に「インターネット」が追加されます。

「マーク編集」の操作について詳しくは、ご使用の

ナビシステムの取扱説明書をご覧ください。

VICSサービスエリアについて

VICSセンターが提供する情報のサービス地域は以
下のとおりです。

北海道（札幌地区）、宮城、東京、神奈川、

千葉、埼玉、長野、愛知、大阪、京都、

兵庫、広島、福岡、全国都市間高速道路

（’99年6月現在）

インターネット

その他

使用できる地図ディ
スクについて

付属のディスクの主な特長について

バージョンアップキットに付属の地図ディスク

Sony CD-ROM Navi System 全国版2000 に
は、主に以下のような特長があります。

• 方面ガイドスクロールを表示（詳しくは、8ペー
ジをご覧ください。）

• 全国の1100万件の電話番号検索情報を搭載

市販の地図ディスクについて

付属の地図ディスク Sony CD-ROM Navi
System 全国版2000 の他に、市販のナビ研S規
格の地図ディスクを使用することができます。

使用する地図ディスクは、必ずナビゲーションシ

ステム研究会統一S規格のシンボルマーク（ナビ研
S規格）マークがついている地図ディスクをお使い
ください。

ナビ研S規格のマークのついている地図ディスク
は、ナビゲーションシステム研究会の共通規格に

基づいて作成、販売されている地図ディスクで

す。このマークがついている地図ディスクは、そ

の製造メーカーにかかわりなく、ご使用のナビシ

ステムで使用することができます。

ナビゲーションシステム研究会統一S規格マーク

ご使用のナビシステムは、地図ディスクの次の機

能にも対応しています。

（バージョンアップ後の対象機種：N VX- W8 /
NVX-FW8/NVX-FW86/NVX-W900）

：最寄り検索

：ジャンクションガイド

：ランプガイド

：索引
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〝詳細地図〟について

ナビ研S規格の地図ディスクは、従来よりもさらに
詳細な縮尺（25～50m）の〝詳細地図〟に対応し
ているものがあります。

従来地図

〝詳細地図〟

その他

使用できる地図ディスクについて

（つづき）

地図ディスクについてのご注意
•付属の地図ディスクをお使いになると、ルートガイドや交
差点拡大機能などを利用することができますが、地図ディ

スクの種類によっては、次の機能がご利用になれない場合

があります。

「自動ルート探索機能」

「ルートガイド機能」

「交差点拡大表示」

「交差点名案内」

「最寄り検索」

「電話番号検索」

「施設検索」

「住所検索」

•自動経路探索対応の地域別地図ディスクをお使いになると
き、経路データが収録されている地図エリアの端付近で自

動ルート探索を行うと、目的地までのルートが見つからな

い場合があります。このような地域で自動ルート探索を行

う場合は、自動経路探索対応の全国版地図ディスクをお使

いください。

•マップマッチングは、マップマッチング用の道路データが
収録された地図ディスクの場合のみ働きます。

•使用している地図ディスクが対応する機能は、システムメ
ニューの「ディスク情報」画面で確認することができま

す。詳しくは、ご使用のナビシステムの取扱説明書をご覧

ください。

地図ディスクについて詳しくは、お買い上げ店に

ご相談ください。

この取扱説明書で使用している地図画面は説明用

のものです。

また、地図画面の色や内容は、お使いになる地図

ディスクにより異なりますので、ご了承くださ

い。
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保存

直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の

高い場所には置かないでください。

特に夏季、直射日光下で閉め切った車のシート、

ダッシュボードの上などはかなり高温になります

ので、絶対に放置しないでください。

お手入れ

ご使用になる前に、記録面についたホコリやゴ

ミ、指紋などを別売りのクリーニングクロスで矢

印の方向へふきとってください。

ベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー

は使用しないでください。

静電気防止剤なども、逆に地図ディスクを傷める

ことがありますので使用しないでください。

結露について

寒いときにヒーターをつけた直後など、地図ディ

スクプレーヤー内部の光学系のレンズに露(水滴)
を生じることがあります。このような現象を結露

といいます。

結露したままだと、レーザーによる読み取りがで

きず、地図ディスクプレーヤーが動作しないこと

があります。

周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出し

て放置しておけば約1時間ほどで結露が取り除か
れ、正常に動作するようになります。もし、何時

間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げ

店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」に

あるお近くのソニーサービス窓口にご相談くださ

い。

その他

保存とお手入れ



Printed in Japan

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク�
 トロニクスとエンターテインメントのホームページです。�

保証期間中の操作や取り付け・接続、故障に

関するお問い合わせは

テクニカルインフォメーションセンターへ

（モービルエレクトロニクス専用）

0120-64-0131（フリーダイヤル）

* I - 3 - 0 4 7 - 3 6 6 - 0 1 * (2)

お買い上げいただきましたバージョンアップキットNVD-302MおよびNVD-302MRのソフトウェアプログラムおよびそ
の使用説明書（以下併せて本ソフトウェア）は、ソニー株式会社（以下弊社）がその著作権を有しております。本ソフトウェ

アご使用前に以下の内容をご確認ください。

お客様による本製品の使用開始をもって、本ソフトウェア使用許諾誓約書にご同意いただいたものとします。

第1条
弊社は、本ソフトウェアを、カーナビゲーションシステムを使用する目的で特定1台のカーナビゲーションシステム上で使
用する、非独占的な権利を許諾いたします。

第2条
1本ソフトウェアに物理的な欠陥（ディスクの破損など）があった場合は、お客様の本ソフトウェア購入日から90日間に
限り、弊社は、無償で良品と交換させていただきます。

2弊社は、本ソフトウェアに関し、本条1に規定される以外のいかなる保証も行わないものとします。

第3条
1お客様は、本ソフトウェアを複製しないものとします。

2お客様は、本ソフトウェアのソフトウェアプログラムにつき、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコードの解析を

行わないものとします。

第4条
お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を、第三者に販売、賃貸、またはその他の処分を行わないものとします。ま

た、本契約書でお客様に許諾される権利を第三者に譲渡したり、再許諾することもできないものとします。

第5条
お客様が本ソフトウェアを使用したため、お客様または第三者に発生した損害に関して、弊社はそのいかなる責任も負わ

ないものとします。

第6条
お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合は、弊社は本契約を解除し、それによって被った損害の賠償をお客様に

請求することができるものとします。その際、お客様は、本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、本ソフトウェアをその

複製物も含めて、速やかに弊社に返却するものとします。

以上

その他

ソフトウェア使用許諾誓約書
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