
1. 本体システムをバージョンアップする

用意するもの：バージョンアップディスク

取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

HDDナビゲーションの地図データを更新するには、本キットに付属のバー
ジョンアップディスクにてバージョンアップし、地図DVD-ROMで書き替え
する必要があります。
正しく地図データを更新していただくために、この取扱説明書をよくお読み
ください。なお、後々のため、この取扱説明書は大切に保管してください。
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バージョンアップ時のご注意

• バージョンアップ中の走行は避けてください。
• 以下の場所でバージョンアップを行わないでください。
―公道

バージョンアップは私有地で行ってください。公道でエンジンをかけたままの状態で

無人の車輌を放置すると、道路交通法違反になります。

※公道とは、不特定多数の車輌が出入りできる場所を含みます。

（例：スーパーや公共機関の駐車場、神社や寺の境内、河川敷など）

―換気の悪い場所や屋内

排気ガスが充満して危険です。

―坂道や傾斜地

万一、そのような場所でバージョンアップするときは、必ず輪留めをして、車輌が動

かないことを確認してからバージョンアップしてください。

• 地図データの書き替えには、DVDディスク1枚で約1時間程度の時間がかかります。

ディスクについて
• 付属のディスクはCD-ROMおよびDVD-ROMです。一般オーディオ用CDプレーヤー
では絶対に再生しないでください。大音量によって、聴力に悪い影響を与えたり、ス

ピーカーを破損する恐れがあります。

• 付属のディスクはバージョンアップ専用です。他の機器ではご使用になれません。
• ディスクに傷がついたり、指紋などの汚れが付着すると、信号の読み取りに支障をきた
す場合があります。取り扱いには充分注意してください。万一、汚れが付着した場合

は、柔らかい布で軽く拭くか、市販の専用クリーナーをご使用ください。

• 直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所を避けて保管してください。
• ディスクを無断で複写複製することを固く禁じます。

認証カードについて
• 認証カードは、HDDナビゲーションの電源がOFFになっていることを確認してから入
れてください。

• 端子部を濡らしたり、傷つけないでください。故障の原因となります。
• 端子部に不用意に触れたり、ショートさせないでください。故障の原因となります。
• バージョンアップカードから認証カード部分を切り離すときは、必要以上に力を入れな
いでください。

バージョンアップ中のご注意
プログラムが壊れる原因となりますので、以下のことにご注意ください。

• 車のイグニッションスイッチをOFFにしない。
• HDDナビゲーションに触ったり、振動を加えない。
• 電源を切ったり、ディスプレイ部を開けない。

バージョンアップ後のご注意
• バージョンアップ後は認証カードを入れたままにしてください。認証カードを取り出す
と、HDDナビゲーションの操作ができません。

バージョンアップディスク
（CD-ROM）

付属品を確かめる

更新地図DVD Vol.1
（地図 DVD-ROM）

更新地図DVD Vol.2
（地図 DVD-ROM）
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1 パネルの SRC ON/OFF  ボタンを押して、オーディオモードを終了
（SOURCE OFF状態に）する。

2 パネルの OPEN/CLOSE  ボタンを押してディスプレイを開き、車のイグニッ
ションスイッチをOFFにする。

3 HDDカバーのネジをゆるめて、HDDカバーをはずす。

4 車のイグニッションスイッチを「ACC」または「ON」にし、バージョンアッ
プディスクを入れる。
ディスクを挿入すると、自動でディスプレイ部が閉じます。

5 パネルの 現在地  ボタンを押す。

6 パネルの MENU  ボタンを押し、 設定  ボタン
を選択して、バージョン  ボタンをタッチする。

7 バージョン情報画面が表示されたら、 更新

ボタンをタッチする。

8 バージョンアップ開始画面が表示されたら、
メディア選択の CD-ROM/DVD-ROM  ボタンを
選択して、ファームウェア  ボタンをタッチす
る。
メッセージが表示されるので、 はい  ボタンをタッ
チすると、バージョンアップを開始します。

ご注意

バージョンアップ中は、車のイグニッションスイッチをOFFにしたり、ディスプレイ部を開けな
いでください。

9 画面に“更新を完了しました。電源を切り、起動し直してください。”と表
示されたら、バージョンアップは終了です。

10パネルの OPEN/CLOSE  ボタンを押してディスプレイを開き、
DVD/CDイジェクト  （Z）ボタンを押してバージョンアップディスクを取り出
す。

11車のイグニッションスイッチをOFFにして、バージョンアップスイッチを
ボールペンの先などで左側へ押す。
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バージョンアップスイッチ

,

バージョンアップスイッチ

バージョンアップスイッチ 右側のとき バージョンアップスイッチ 左側のとき

まず本取扱説明書をよくお読みの上、本商品を安全にご使用ください。本商品をご使用の

際は必ず本取扱説明書をお手元においてご使用ください。

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、安全にかかわる注意事項を、その危険の大きさの程度に応じて、

次のように分類して記載しています。

その危険を回避できなかった場合に、死亡または重傷を負う可能性の

あるもの

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

■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おこなっ

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

標示や経路探索、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

標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。

■本商品を救急施設などへの誘導用に使用

しないでください。
本商品には全ての病院、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。
大音響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。

■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。

お願い
■本商品は、自動経路探索、交差点拡大図表示および音声ガイドに対応するデータを収録

しておりますが、表示および表現方法や件数が異なる場合や、ご使用になれない場合が

あります。

■本商品では、中央分離帯などがあるような比較的幅員が広い道路については二条線で表

現している箇所があります。このような道路でUターン禁止規制がある交差点において
は、不要な音声案内をしたり、経路探索結果が不自然になる場合があります。

■収録されている情報が完全な形で表示されない場合や、ご使用になれない場合がありま

す。

DVD-ROMの取り扱いについて
DVD-ROMを取り扱うときは、以下の点にご注意ください。
■ DVD-ROMに（指紋などの）汚れやキズが付くと、信号の読み取りに支障をきたすおそ
れがありますので、その取り扱いには十分注意してください。

■万一DVD-ROMが汚れたときは、その中心から外側に向けて柔らかな布でそっと拭き
取ってください。レコード用のクリーナーや溶剤などは使わないでください。

■ DVD-ROMのどちらの面にも、鉛筆、ボールペン、油性ペンなどで文字を書いたり、
絵を描いたり、あるいは、シールを貼り付けたりしないでください。

■ DVD-ROMを直射日光の当たる場所や高温・多湿の場所に保管しないでください。
■ DVD-ROMを使った後は、元のケースに入れて保管してください。　

お知らせ
■本商品の内容は、改善のため予告なく変更されていることがあります。

収録情報について
■道路データは、高速・有料道路についてはおおむね2006年4月、国道・都道府県道に
ついてはおおむね2006年3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。

■細街路規制データは、おおむね2006年1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、表示される規制データが現場の状況と異なる場合があります。

■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。

■交通規制は、普通自動車に適用されるもののみです。また、時間・曜日指定の一方通行

が正確に反映されない場合もありますので、必ず実際の交通規制に従って運転してくだ

さい。

■「市街地図」データは弊社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。

■電話番号検索データはタウンページ（2006年3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、（株）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。

■路上パーキングのデータは、警視庁から提供された設置路線情報（2000年10月末現
在）をもとに（株）ゼンリンが整備したものです。その後変更されている場合がありま

す。

■ 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、本商品は、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（渋滞や混雑の矢印など）
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。
※本商品の収録エリアには2007年2月時点でVICSサービスが開始されていないエリアも含まれ
ております。

VICSサービスの開始時期については（財）道路交通情報通信システムセンターまでお問い合わ
せください。

お問い合わせ先

VICSに関するお問い合わせ

（財）道路交通情報通信システムセンター

窓口：東京センター 電話番号：0570-00-8831（全国）
PHS専用：03-3592-2033（東京）／06-6209-2033（大阪）

FAX：03-3592-5494（全国）
電話受付時間　9:30～17:45（但し土曜、日曜、祝祭日、年末年始のセンター休日を除く)

ゼンリンお客様相談室

E-MAIL： usc-regist@zenrin.co.jp
 ： 0120-210-616　受付時間 10:00～17:00 月～金（祝日・弊社指定休日は除く）
FAX： 093-471-4401　24時間受付
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はじめに

本書では、タッチパネル部のボタンは画面の“○○ボタンをタッチする”、パネル部のボタ

ンはパネルの“○○ボタンを押す”と記載しています。

MENU ：本体のパネル部のボタンを表します。

設定 ：タッチパネル部のボタンを表します。

取扱説明書

NVX-Z555
地図バージョンアップキット

NVD-Z101



都道府県庁舎・北海道支庁庁舎
（オレンジ色）

市役所・特別区庁舎（黄色）

町村役場・政令指定都市区役所庁舎

官公署・市町村役場支所（出張所）

消防署（含む：分署・支署・出張所）

自衛隊

学校

病院

警察署・交番・駐在所

図書館

海水浴場・（湖水、池）水泳場

デパート・スーパー・ショッピング施設

ホテル・旅館・宿泊施設

史跡・旧跡、観光名所

神社

寺院（仏閣、地蔵）

教会

城跡

美術館

博物館

郵便局

銀行

信用金庫

飛行場・空港

港

フェリーターミナル

ファミリーレストラン

コンビニエンスストア

山頂

工場

一方通行

交差点

地図記号

サービスエリア

パーキングエリア

インターチェンジ

ジャンクション

料金所

ランプ（出入口）

ランプ（出口専用）

駐車場

運動施設

サッカースタジアム

カー用品店

墓地

その他目標施設

JRA競馬場・ウィンズ

ガソリンスタンド

展望タワー

動物園

植物園

水族館

ゴルフ場

温泉

スキー場

遊園地・テーマパーク

テーマパークゲート

キャンプ場

スタジアム

公園

マリーナ

小学校

中学校

高等学校

短大

大学

本商品の情報について

本商品は、おおむね以下の年月までに収集された情報に基づいて作成されております。

■道路：2006年4月（高速・有料道路）／2006年3月（国道・都道府県道）
■交通規制*1：2005年4月
■住所検索：2006年3月
■電話番号検索：2006年3月
■個人宅電話番号検索：2006年2月
■郵便番号検索：2006年4月
■市街地図：2006年1月
■高速・有料道路料金：2006年4月
■ジャンル検索：2006年3月

*1 交通規制は普通自動車に適用されるもののみです。

VICSレベル3対応データ収録エリア

全国47都道府県

検索

◆住所検索

収録エリア内において、○丁目○番○号までの住所入力により約3,000万件の地図検索
をすることができます。
※一部地図検索ができない場合があります。

※地図検索につきましては、該当する物件の「周辺」・「付近」・「代表点」を表示する場合がありま

す。

◆電話番号検索

タウンページに掲載の全国約1,000万件の施設を電話番号より地図検索することができ
ます。
※一部地図検索ができない場合があります。

※地図検索につきましては、該当する物件の「周辺」・「付近」・「代表点」を表示する場合がありま

す。

◆個人宅電話番号検索

電話番号を入力後、個人宅の名字を入力することで全国約3,000万件の個人宅電話番号
より地図検索をすることができます。
※一部地図検索ができない場合があります。　

※地図検索につきましては、該当する物件の「周辺」・「付近」・「代表点」を表示する場合がありま

す。　

※電話番号が非公開の個人宅に関しては検索することができません。　　

※また、個人宅電話番号検索については、ナビゲーションにより検索できない場合があります。

詳しくは、ナビゲーション本体の取扱説明書などで内容をご確認ください。

◆ジャンル検索／周辺検索

検索カテゴリより施設や店舗の検索が可能です。

◆郵便番号検索

郵便番号7桁より全国約14万件の地図検索をすることができます。
※一部地図検索ができない場合があります。

※地図検索につきましては、該当する物件の「周辺」・「付近」・「代表点」を表示する場合がありま

す。

3. バージョン情報を確認する

1 車のイグニッションスイッチを「ACC」または「ON」にし、パネルの
OPEN/CLOSE  ボタンを押してディスプレイを閉じ、地図画面が表示される
ことを確認する。

2 パネルの 現在地  ボタンを押す。

3 パネルの MENU  ボタンを押し、 設定  ボタンを選択して、バージョン  ボタン
をタッチする。

4 パネルの OPEN/CLOSE  ボタンを押してディスプレイを開き、車のイグニッ
ションスイッチをOFFにする。

5 HDDカバーを取り付ける。
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2. 地図データを書き替える

用意するもの： 更新地図DVD Vol.1、Vol.2

1 車のイグニッションスイッチをOFFにする。

2 バージョンアップカードから認証カードを切り離す。

3 フロントパネルのボタン周辺の照明が消灯していることを確認後、認証カー
ドを挿入部へ入れる。

ご注意

• フロントパネルが開いた状態では、ボタン周辺の照明が消灯するまで時間がかかることがあり
ます（約15秒）。

• 認証カードは端子部側を手前にし、確実に奥まで入れてください。
認証カードが確実に入っていない状態で次の操作をすると、“認証カードを挿入してセットの

電源を入れ直してください。エラー発生により終了しました。”とメッセージが表示されます。

4 車のイグニッションスイッチを「ACC」または「ON」にし、更新地図DVD
Vol.1を入れる。
ディスクを挿入すると、自動でディスプレイ部が閉じます。

ディスクを挿入すると、右の画面が表示されます

が、消えるまでお待ちください。

5 開始  ボタンをタッチする。
メッセージが表示されるので、 はい  ボタンをタッ
チすると、地図データの書き替えを開始します。

ご注意

地図データの書き替えには、DVDディスク1枚で約1時間
程度の時間がかかります。

バージョンアップ中は、車のイグニッションスイッチを

OFFにしたり、ディスプレイ部を開けないでください。

6 画面に“DISK 2を入れてください”と表示されたら、更新地図DVD Vol.1
を取り出し、更新地図DVD Vol.2を入れる。
手順5の操作を繰り返してください。

7 画面に“地図の更新を完了しました。パネルOPENして電源を切り、バー
ジョンアップスイッチを右へ戻してから起動し直してください。”と表示さ
れたら、地図データの書き替えは完了です。
更新地図DVD Vol.2を取り出し、車のイグニッションスイッチをOFFにして、バー
ジョンアップスイッチを右へ戻してください。（「1 本体システムをバージョンアップ
する」手順11のイラストを参照）

ご注意

認証カードは入れたままにしてください。

認証カードが入っていない状態で電源を入れると、“認証カードを確認してください　付属の認

証カードを挿入しないと操作できません　認証カードは電源OFF後に確認してください”とメッ
セージが表示されます。

この部分が消えるまで
お待ちください。

5

その他

◆ 3D交差点 ルート案内時、東・名・阪の主要交

差点をリアルデザインで案内しま

す。（1,478カ所、4,668方面）
※ 全ての交差点において収録されている

わけではありません。

◆ジャンクションビュー ルート案内時、自動的に高速道路・

首都高速道路・都市高速道路のジャ

ンクションをリアルデザインで案内

します。（2,213カ所、4,431方面）

◆方面看板 ルート案内時、国道をはじめとした

一般道の行き先案内を表示します。

（東・名・阪の主要交差点）
※ 全ての交差点において収録されている

わけではありません。

◆ 3Dアイコン
レベル9～レベル11の道路地図において、主要ビル、城、タワー、歴史的建造物などが
3Dで表示されます。（377種類）

東京タワー 太陽の塔 ハチ公 松江城 札幌時計台 福岡ドーム

• 操作は、安全な場所に停車しておこなってください。
• 運転中は画面を注視しないでください。
• 常に実際の道路状況などを優先してください。

• 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17総使、第598-19号）

• 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、同院の技術資料H・1-No.3「日本測地
系における離島位置の補正量」を使用しています。（承認番号 国地企調発第78号 平成16年4月23日）

• 本商品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 06-11）

• 本商品に使用している交通規制データは、2005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。

• 本商品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、弊社は二次
的著作物作成の使用実施権を取得しています。

• 本商品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。
• 本商品に使用している電話番号検索はタウンページ2006年3月のものを使用しています
• 本商品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。
• 本商品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。

地図データバージョン
NVX-Z555（J） 06MAP
となっていることを確認してください。

道路の表示色
青色：高速道路、有料道路

赤色：国道

緑色：主要地方道、県道

灰色：一般道・細街路（経路対象・経路対象外ともに）
※計画道路

建設中などで、地図ソフト作成時点で未開通の道路は計画道路として道路種別を表す色の破線とし

て表示されます。

◆ビル・テナント情報

指定操作により市街地図上に表示されている施設やビルなどの詳細情報を表示すること

ができます。
※一部詳細情報が表示されない施設やビルがあります。

,

認証カード

奥に押し込む

認証カードを
切り離す


