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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
ディスク

NVD-203

このバージョンアップディスクを無断で複写、複製することを

固く禁じます。
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バージョンアップを行うと、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、工

場出荷状態になる場合があります。

• バージョンアップ後に初めてナビシステム
を使うときは、自律センサーの調整が行わ

れます。自律航法機能の動作状態は、「情

報」メニューの「センサー情報」画面で確認

することができます。

はじめに

バージョンアップ時の
ご注意

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。

はじめに

バージョンアップの
概要

バージョンアップ機能対応表

バージョンアップによって追加される機能と機種の関係は、次のとおりです。

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-D7シリーズ：NVX-D7、NVX-D77、NVX-F7、NVX-F70、NVX-FV7
GPX-V5シリーズ：GPX-V5、GPX-V55

推奨地図ディスク

本バージョンアップディスクを使って追加された

地図検索機能を機能させるためには、地図検索機

能に対応した下記の地図ディスクが必要です。

推奨ディスク
ソニーオリジナル スーパー全国版III　SCRM-R7

または、下記のマークがついている地図ディスク

で、それぞれの機能が使えます。

：最寄り検索機能

：ジャンクションガイド機能

：ランプガイド機能

：索引機能

DGPS機能*2

NVX-
D7/F7/F70 GPX-V5 GPX-V55

NVX-
D77/FV7

NVD-201A/NVD-202でバージョンアップ済
みの NVX-D7/F7/F70、GPX-V5機能

機種

◯ +D

◯

◯ +D

◯ +D

◯

◯ +D

◯ +D◯ +D ◯ +D◯ +D

搭載済み*1 搭載済み*1

搭載済み

搭載済み*1

搭載済み*1

搭載済み

搭載済み*1

搭載済み

+D：推奨地図ディスクまたは各機能のマークがついた地図ディスクを使用する必要があります。
*1：機種によっては、各機能対応の地図ディスクが必要です。
*2：機種によっては、NVA-VF1またはNVA-FM1（別売り）が必要です。

ジャンクションガイド

ランプガイド

地図検索機能の追加

 

◯ +D*1 ◯ +D*1
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目次

バージョンアップ後の機能

バージョンアップによって、地図検索機能が、大

幅に追加されます。左記の推奨ディスクを使用す

ると、次の機能が利用できます。

最寄り検索機能

ドライブ中に最寄りのコンビニエンスストアやレ

ストランなどをリストから選択し、地図上に表示

できます。

住所検索機能

都道府県名、市町村名、大字町名をリストから選

択し、該当する地域の地図を表示できます。

電話番号検索機能

電話番号を入力し、市外局番＋市内局番または全

桁で、該当する地域の地図を表示できます。

施設検索機能

宿泊施設、観光名所、駅など項目別の施設を、全

国または都道府県別にリストアップし、地図画面

に呼び出すことができます。

ジャンクション／ランプガイド機能

高速道路の分岐点／出口が近づいたときに分岐点

の詳細図と進行方向と分岐点までの残距離が表示

されます。

DGPS機能
GPS衛星からの信号に加え、（株）衛星測位情報セ
ンターがFM多重放送を使って提供するGPS補正
データを受信し、測位精度を向上させる機能で

す。

目次

はじめに
バージョンアップ時のご注意 ........................... 2
バージョンアップの概要 ................................... 2

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

バージョンアップの追加機能
地図検索画面にする .......................................... 4
最寄りのコンビニエンスストアなどを探す ...... 6
住所で探す ........................................................ 7
電話番号で探す ................................................. 8
施設名などから探す .......................................... 8
高速道路の分岐点／出口で拡大表示する ......... 9
DGPS機能 ...................................................... 10

その他
保存とお手入れ ............................................... 11
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バージョンアップの追加機能

地図検索画面にする

バージョンアップ後のナビシステムのメニュー画

面では、メインメニューの「地図機能」を選択する

と、サブメニューに「地図検索」が表示されます。

1 メニューボタンを押す

2「地図機能」を選び、決定ボタンを押す
NVX-D7シリーズの場合

GPX-V5シリーズの場合

3「地図検索」を選び、決定ボタンを押す
地図検索画面が表示されます

ご注意
バージョンアップだけを行い、推奨ディスクを使用しなかっ

た場合や、「検索」マーク／「最寄り」マークのない地図ディ

スクを使った場合は、「地図検索」は表示されず、従来の「最

寄り表示」になります。

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、「中止す

る」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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ルート設定操作中に地図検索画
面にするには

1 メニューボタンを押す

2「ルート設定」を選び、決定ボタンを押す
NVX-D7シリーズの場合

GPX-V5シリーズの場合

3「新規」または「修正」を選び、決定ボタン
を押す

4「出発地」、「経由地1～3」、「目的地」のい
ずれかを選び、決定ボタンを押す
検索方法を選択する項目が表示されます。

5「地図検索」を選び、決定ボタンを押す。
地図検索画面が表示されます
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バージョンアップの追加機能

最寄りのコンビニエンスストアなどを探す

ドライブ中に最寄りのコンビニエンスストアやレ

ストランなどを探すとき、探したい項目を指定し

てリストアップし、地図上に表示することができ

ます。

リスト表示されるのは、場所によって異なります

が、自車位置または地図画面上のカーソル位置か

ら最低半径2km以内にある指定項目です。最寄り
の目的地が見つからないときは、場所を変えても

う一度操作してください。

1 地図検索画面で「最寄り」を選び、決定ボ
タンを押す
最寄り検索の項目が表示されます。

2 検索したい項目を選び、決定ボタンを押す
選択した項目のリスト（名称／方向／距離／

シンボル）が、近い順に表示されます。

3 項目リストを選んで決定ボタンを押す
地図画面が表示されます。

ご注意
•選択できる項目は、お使いになる地図ディスクによって異
なります。

•項目リストにシンボルが表示されるのは、「最寄り」マーク
付きの地図ディスクのみです。

•最寄り地点に表示されるピンマークを消去するには、手順
1の画面で「最寄り表示 消去」を選び、決定ボタンを押し
てください。
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バージョンアップの追加機能

住所で探す

都道府県名、市区町村名、大字町名を選択し、該

当する地域の地図を表示できます。

1 地図検索画面で「住所」を選び、決定ボタ
ンを押す
「住所検索」画面になります。

都道府県名は北から順に並んでいます。

2 呼び出したい都道府県名を選択し、決定ボ
タンを押す
都道府県名に対応した市区町村名リストが表

示されます

3 呼び出したい市区町村名を選択し、決定ボ
タンを押す

4 市町村名で地図表示するには、画面上の
「地図表示」を選んで、決定ボタンを押す
指定した住所の地域の地図画面になります。

さらに大字町名を指定するときは、「大字
町名」を選んで、決定ボタンを押す
市区町村名に対応した大字名リストが表示さ

れます

呼び出したい大字町名を選択し、決定ボタン

を押すと、指定した住所の地域の地図画面に

なります。
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バージョンアップの追加機能

電話番号で探す

電話番号を入力し、市外局番＋市内局番または全

桁で、該当する地域の地図を表示できます。

1 地図検索画面で「電話番号」を選び、決定
ボタンを押す
「電話番号検索」画面になります。もう一度

決定ボタンを押すと、数値が入力できる状態

になります。

2 カーソルを上下に倒して数値を設定し、決
定ボタンを押す

3 次の数値を入力するには、カーソルを右に
倒して、決定ボタンを押す

4 手順2、3を繰り返して、電話番号を入力
する

入力した数値をすべて削除するには

「全削除」を選び、決定ボタンを押します。

1文字削除するには

消したい文字位置にカーソルを移動して決定

ボタンを押し、カーソルを上下に倒して

「←」を選び、決定ボタンを押します。

1文字挿入するには

ずらしたい文字位置にカーソルを移動して決

定ボタンを押し、カーソルを上下に倒して

「→」を選び、決定ボタンを押します。

5「地図表示」を選び、決定ボタンを押す
指定した電話番号の地域の地図画面になりま

す。

宿泊施設、観光名所、駅など項目別の施設を、全

国または都道府県別にリストアップし、地図画面

に呼び出すことができます。

1 地図検索画面で「施設」を選び、決定ボタ
ンを押す
「施設検索」画面になります。

2 施設の種類を選び、決定ボタンを押す
都道府県名が表示されます。

3 施設のある都道府県を選び、決定ボタンを
押す
指定した施設の名称が表示されます。

バージョンアップの追加機能

施設名などから探す
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4 情報を知りたい項目を選んで、決定ボタン
を押す
詳細情報を表示します。

5 地図画面を表示するには、「地図」を選ん
で決定ボタンを押す

ご注意
•選択した施設の情報に緯度経度データがないときは、画面
上の「地図」は表示されません。

•施設の種類や詳細情報の内容は、使用する地図ディスクお
よび各施設によって異なります。

高速道路の分岐点／出口が近づいたときに分岐点

の詳細図と進行方向と分岐点までの残距離が表示

されます。（ジャンクション／ランプガイド機能）

バージョンアップの追加機能

高速道路の分岐点／
出口で拡大表示する
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バージョンアップの追加機能

DGPS機能

DGPSのメニュー画面を表示
するには

1 メニューボタンを押す

2「拡張」を選び、決定ボタンを押す

画面は機種や拡張ユニットにより異なりま

す。

3「DGPS」を選び、決定ボタンを押す

GPS衛星からの信号に加え、（株）衛星測位情報セ
ンターがFM多重放送を使って提供するGPS補正
データを受信し、測位精度を向上させる機能で

す。また、自動サーチにより常に受信状態の良い

周波数を選局します。

システム設定項目の追加

お手持ちのナビシステムの拡張メニューに次の項

目が追加されます。

DGPS設定
DGPSとVICS（レベル3）のどちらを受
信するかを設定します。

「ON」に設定すると、DGPSを受信しま
す。VICS（レベル3）は受信しません。
「OFF」にすると、VICS（レベル3）のFM
情報を受信します。DGPSは受信しませ
ん。

ご注意
FM放送局が番組編集などの都合により、一時的にGPS補正
データを送信しないことがあります。
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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。

結露したままですと、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
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