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本書について
• 本書は、下記モデルの操作ガイドです。
– NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 ファームウェアバージョン 8.00
– NV-U37/U35 ファームウェアバージョン 5.00
「地図更新ディスク NVD-U44J」、「地図更新ディスク NVD-U43J」で nav-u 本体の地図データを更

新し、ファームウェアを更新すると、操作のしかたが一部変更になります。
操作について詳しくは、本書の説明をご覧ください。
「重要なご注意」、「主な仕様」、 nav-u 本体とパソコンの接続など、操作以外について詳しくは、
お使いの nav-u に付属の取扱説明書をご覧ください。
• 表示はモデルにより異なります。本書では、特に断りがないものについては、nav-u は NV-U76VT
（Bluetooth 未接続時）、パソコンは Windows 7 で説明しています。
• 本書で使用している画像は、実際の画面とは見えかたが異なる場合があります。
• 仕様は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。



更新内容について
ファームウェアを更新することにより、内容が更新されます。
各モデルの更新内容については以下をご覧ください。
• NV-U97VT/U97V：本ページ
• NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75：4 ページ
• NV-U37/U35：9 ページ
更新される項目は現在お使いのファームウェアバージョンにより異なります。

ファームウェアバージョンを確認するには
ファームウェアバージョンを確認するには、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「システム設定」
→「バージョン情報」をタッチします。（108 ページ）

NV-U97VT/U97V の更新内容
○：今回の更新項目

−：更新済み

目次

更新項目の概要

行き先・経由地を
決めて出発する
（ 行き先
メニュー）

住所検索で、住所地点と出入口を選べるように
なりました。

45

○

シチュエーションに合わせた最寄の施設をまと
めて検索できるようになりました。

62

○

ラップ計測ができるようになりました。

93

○

ツールバーが変わりました。

ラップ計測
ツールバー
各種の編集・
設定をする
（ 編集・設定メ
ニュー）

ページ

Ver.6.00 から更新
（初めて更新）

69

○

「 スター
「GPS ログ設定」に「 情報量を間引く」
ト / リセットに連動する」を追加しました。

107

○

GPS ログのファイルの分割条件が変わりまし

107

○

ラップ情報を メモリースティックデュオ に
保存できるようになりました。

114

○

た。



NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 の更新内容
○：今回の更新項目
目次

−：更新済み
更新項目の概要

ページ

NVU77VT/
U77V

NV-U76VT/U76V

NV-U75V/U75

Ver.5.00 Ver.7.00 Ver.4.00 Ver.3.00 Ver.7.00 Ver.4.00 Ver.2.00 Ver.1.00

から更新 から更新
（初めて更新）

文字入力

地図の見か
たと操作

行き先・経
由地を決め
て出発する
行き先・経
由地を決め
て出発する
（ 行き先
メニュー）



から更新

から更新 から更新
（初めて更新）

から更新

から更新

から更新
（初めて更新）

キーボードの名称が変わり、名称
検索画面／名称設定画面で携帯
キーを使用した場合に、入力文字
を自動確定するようになりました。

24、25、
106

−

−

−

−

−

−

○

○

名称検索画面で、文字の入力方式を
切り替えられるようになりました。

24、25

−

−

−

−

−

−

○

○

経由地の到着予想時刻と距離を
表示するようになりました。

26

−

−

−

○

−

−

○

○

ツールバーを隠したときに、住所
と道路名称を表示できるように
なりました。

27、69、
106

−

−

−

−

−

−

−

○

GPS の測位から算出された運転
中／歩行中の高度を表示するよ
うになりました。

27、111

−

−

−

−

−

−

−

○

地図をスクロールしたとき、十字
カーソルの中心に住所を表示す
るようになりました。

106

−

−

−

−

−

−

−

○

ハイウェイマップの表示を切り
替えられるようになりました。

41

○

−

○

○

−

○

○

○

−
39、
46 〜 52、
54 〜 56、
59 〜 62、
64、67

−

−

−

−

−

○

○

「 ルートに追加」が「 経由地追加」
に変わりました。

住所検索で、各階層の先頭に代表
地点を追加しました。

45

−

−

−

−

−

−

−

○

住所検索で、住所地点と出入口を
選べるようになりました。

45

○

○

○

○

○

○

○

○

地点を検索した後、続けて「 最寄
検索」ができるようになりまし
た。

46 〜 52、 −
54 〜 56、
59 〜 62、
64、67

−

−

−

−

−

○

○

目次

更新項目の概要

ページ

NVU77VT/
U77V

NV-U76VT/U76V

NV-U75V/U75

Ver.5.00 Ver.7.00 Ver.4.00 Ver.3.00 Ver.7.00 Ver.4.00 Ver.2.00 Ver.1.00

から更新 から更新
（初めて更新）

行き先・経
由地を決め
て出発する
（ 行き先
メニュー）
（ つづき）

から更新

から更新 から更新
（初めて更新）

から更新

から更新

から更新
（初めて更新）

郵便番号検索で行き先・経由地を
探せるようになりました。

45

○

−

○

○

−

○

○

○

ルート探索する前に探索条件を
指定できるようになりました。

46 〜 52、 ○
54 〜 56、
59 〜 62、
64

−

○

○

−

○

○

○

目的地（ 施設）を「 ジャンル」で
探すとき、名称や市区町村で候補
を絞り込めるようになりました。

49

−

−

−

−

−

−

○

○

目的地（ 施設）を「 名称」で探す
とき、ジャンルと地域（ 市区町
村）の両方で候補を絞り込める
ようになりました。

51、52

−

−

−

−

−

−

○

○

緯度経度で行き先・経由地を探せ
るようになりました。

54

○

−

○

○

−

○

○

○

日時を指定してルートを探索で
きるようになりました。

57

−

−

−

−

−

−

○

○

シチュエーションに合わせた最
寄の施設をまとめて検索できる
ようになりました。

62

○

○

○

○

○

○

○

○

最寄検索の検索範囲の変更が、ガ
イドブックでもできるようにな
りました。

65

−

−

○

○

−

○

○

○

ルートを
確認する

ルート探索した結果の詳細情報
を確認できるようになりました。

68

○

−

○

○

−

○

○

○

ツールバー

ツールバーが変わりました。

69

○

○

○

○

○

○

○

○

情報画面を表示できるようにな
りました。平均速度、移動距離、
消費カロリー、ラップなどの計測
情報が表示されます。

70、71、
96

−

−

−

−

−

−

○

○

近くの施設
を探して
出発する
（「 最寄検索」
メニュー）

次ページへつづく



目次

更新項目の概要

ページ

NVU77VT/
U77V

NV-U76VT/U76V

NV-U75V/U75

Ver.5.00 Ver.7.00 Ver.4.00 Ver.3.00 Ver.7.00 Ver.4.00 Ver.2.00 Ver.1.00

から更新 から更新
（初めて更新）

徒歩モード



から更新

から更新 から更新
（初めて更新）

から更新

から更新

から更新
（初めて更新）

徒歩モード中に、2D マップと 3D
マップの切り替えができるよう
になりました。

34

−

−

−

−

−

−

−

○

徒歩モードでルート探索すると
きに、目的地までの距離が 10km
以上でもルート探索できるよう
になりました。
（ 目的地までの距
離が 10km 以上の場合は、車用の
ルートが探索されます。）

85

−

−

−

−

−

−

−

○

アウトドア
モード

ナビモードにアウトドアモード
が追加になりました。

86

○

−

○

○

−

○

○

○

アウトドア
地図

アウトドア地図 *1 を メモリー
スティックデュオ にダウンロー
ドして表示できるようになりま
した。

90

○

−

○

○

−

○

○

○

標高グラフ

標高グラフを表示できるように
なりました。

91

○

−

○

○

−

○

○

○

ラップ計測

ラップ計測ができるようになり
ました。

93

○

−

○

○

−

○

○

○

各種の編集・
設定をする
（編集・設定
メニュー）

「 明るさ調整」を「 手動調整」に
したときに、自動車モード／徒歩
モードを個別に設定できるよう
になりました。

104

−

−

−

○

−

−

○

○

サウンドテーマを切り替えられ
るようになりました。

104

−

−

−

−

−

−

○

○

外部電源で動作しているときに
も、
「 省電力モード（ 画面オフ）
」
で、スタミナモード、スーパース
タミナモードが 有効になりまし
た。

105

−

−

−

−

−

−

○

○

「 省電力モード（ 画面オフ）」をよ
り細かく設定できるようになり
ました。
（ スタミナモード、スー
パースタミナモードに対応）

105

−

−

−

−

−

−

−

○

目次

更新項目の概要

ページ

NVU77VT/
U77V

NV-U76VT/U76V

NV-U75V/U75

Ver.5.00 Ver.7.00 Ver.4.00 Ver.3.00 Ver.7.00 Ver.4.00 Ver.2.00 Ver.1.00

から更新 から更新
（初めて更新）

各種の編集・
設定をする
（編集・設定
メニュー）
（ つづき）

から更新

から更新 から更新
（初めて更新）

から更新

から更新

から更新
（初めて更新）

操作をしていないときに自動的
に電源を切るかどうかを設定で
きるようになりました。

106

○

−

○

○

−

○

○

○

編集・設定メニューの「 ツール
バーを隠す ( 地図 )」を「 ツール
バー表示（ 地図）」に変更しまし
た。

106

○

−

○

○

−

○

○

○

GPS ログを、1 時間以上同一ファ
イルに記録するようになりまし
た。

107

−

−

−

○

−

−

○

○

GPS ログの記録形式に、KML 形

107

−

−

−

−

−

−

−

○

「GPS ログ設定」に「 情報量を間
引く」
「 スタート / リセットに連
動する」を追加しました。

107

○

○

○

○

○

○

○

○

GPS ログのファイルの分割条件
が変わりました。

107

○

○

○

○

○

○

○

○

平均速度の計算に停車時間を含
めるかどうか設定できるように
なりました。

108

○

−

○

○

−

○

○

○

音声案内を OFF できるようにな
りました。

109

−

−

−

−

−

−

−

○

音声案内が英語でできるように
なりました。

109

○

−

○

○

−

○

○

○

ルート探索時の「 季節規制考慮」
を OFF できるようになりました。

109

−

−

−

−

−

−

−

○

ルートの探索条件にフェリー航
路を加えるかどうか設定できる
ようになりました。

109

○

−

○

○

−

○

○

○

自動速度違反取締装置（ オービ
ス）を案内できるようになりまし
た。

109

−

−

−

−

−

−

○

○

地図カラーの種類が増えました。

110

−

−

−

○

−

−

○

○

式を追加しました。

次ページへつづく



目次

更新項目の概要

ページ

NVU77VT/
U77V

NV-U76VT/U76V

NV-U75V/U75

Ver.5.00 Ver.7.00 Ver.4.00 Ver.3.00 Ver.7.00 Ver.4.00 Ver.2.00 Ver.1.00

から更新 から更新
（初めて更新）

各種の編集・
設定をする
（編集・設定
メニュー）
（つづき）

から更新

から更新

から更新

から更新
（初めて更新）

ルートガイド時の、ルートの色が
増えました。

111

−

−

−

−

−

−

○

○

パソコンで作ったルートのデー
タを読み込んで、地図上に表示で
きるようになりました。

111

○

−

○

○

−

○

○

○

ダウンロードした交通規制情報 *2
を メモリースティックデュオ
からインポートして、地図に表示
したり、ルート探索で考慮したり
できるようになりました。

112

○

−

○

○

−

○

○

○

Bluetooth でカーステレオから、 113

−

−

−

−

−

−

○

○

ラップ情報を メモリース
ティックデュオ に保存できるよ
うになりました。

114

○

○

○

○

○

○

○

○

設定メニューから、店頭展示用の
「 デモンストレーション」を削除
しました。

−

−

−

−

○

−

−

○

○

ワンセグ
を見る

ワンセグを見ながら、ナビの音声
案内をきくことができるように
なりました。
（NV-U77VT/U77V/U76VT/
U76V/U75V のみ）

−

−

−

−

−

−

−

○

○

ビデオを
見る

ビデオの一覧表示で、
「 縮小表示
付リスト」
（ サムネイル）表示が
できるようになりました。

139

−

−

−

−

−

−

−

○

ビデオファイルの再生モードで、
シャッフル再生が選択できるよ
うになりました。

141

−

−

−

−

−

−

−

○

音楽／ビデオ再生時に、ジェス
チャー操作できる機能が変わり
ました。

134、
139

−

−

−

−

−

−

−

○

ナビのガイド音声を出せるよう
になりました。

ジェスチャー
操作一覧

*1 アウトドア地図ダウンロードは、2014 年 6 月 30 日をもって終了します。
*2 交通規制情報の提供は、2014 年 6 月 30 日をもって終了します。



から更新 から更新
（初めて更新）

NV-U37/U35 の更新内容
○：今回の更新項目
目次

−：更新済み
更新項目の概要

ページ

NV-U37

NV-U35

Ver.3.00 から更新

Ver.4.00 から更新

Ver.2.00/1.00

（初めて更新）

から更新
（初めて更新）

文字入力

キーボードの名称が変わり、名称
検索画面／名称設定画面で携帯
キーを使用した場合に、入力文字
を自動確定するようになりまし
た。

24、25、
106

−

−

○

地図の見か
たと操作

経由地の到着予想時刻と距離を表
示するようになりました。

28

−

−

○

行き先・経
由地を決め
て出発する

ハイウェイマップの表示を切り替
えられるようになりました。

41

−

−

○

行き先・経
由地を決め
て出発する
（ 行き先
メニュー）

「 ルートに追加」が「 経由地追加」
に変わりました。

39、
46 〜 52、
54 〜 56、
59 〜 62、
64、67

−

−

○

住所検索で、住所地点と出入口を
選べるようになりました。

45

○

○

○

地点を検索した後、続けて「 最寄
検索」ができるようになりました。

46 〜 52、
54 〜 56、
59 〜 62、
64、67

−

−

○

郵便番号検索で行き先・経由地を
探せるようになりました。

45

−

−

○

ルート探索する前に探索条件を指
定できるようになりました。

46 〜 52、
54 〜 56、
59 〜 62、64

−

−

○

目的地（ 施設）を「 ジャンル」で
探すとき、名称や市区町村で候補
を絞り込めるようになりました。

49

−

−

○

目的地（ 施設）を「 名称」で探す
とき、ジャンルと地域（ 市区町村）
の両方で候補を絞り込める
ようになりました。

51、52

−

−

○

次ページへつづく



目次

更新項目の概要

ページ

NV-U37

Ver.4.00 から更新

Ver.2.00/1.00

（初めて更新）

10

NV-U35

Ver.3.00 から更新

から更新
（初めて更新）

行き先・経
由地を決め
て出発する
（ 行き先
メニュー）
（ つづき）

緯度経度で行き先・経由地を探せ
るようになりました。

54

−

−

○

日時を指定してルートを探索でき
るようになりました。

57

−

−

○

シチュエーションに合わせた最寄
の施設をまとめて検索できるよう
になりました。

62

○

○

○

近くの施設
を探して
出発する
（「 最寄検索」
メニュー）

最寄検索の検索範囲の変更が、ガ
イドブックでもできるようになり
ました。

65

−

−

○

ルートを
確認する

ルート探索した結果の詳細情報を
確認できるようになりました。

68

○

−

○

ツールバー

ツールバーが変わりました。

74

○

○

○

自転車
モード

自転車通行禁止の箇所にルートが
引かれた場合に、
「 迂回」をタッチ
すると迂回ルートを検索すること
ができます。

79

○

○

○

自転車モードで画面ロックができ
るようになりました。

81

○

−

○

一部のサイクリングロードを優先
したルートを探索できるようにな
りました。

99

−

−

○

車種設定に自動二輪を追加しまし
た。

104

−

−

○

アウトドア
モード

ナビモードにアウトドアモードが
追加になりました。

86

○

−

○

アウトドア
地図

アウトドア地図 *1 を メモリース
ティックデュオ にダウンロード
して表示できるようになりまし
た。

90

−

−

○

標高グラフ

標高グラフを表示できるようにな
りました。

91

−

−

○

ラップ計測

ラップ計測ができるようになりま
した。

93

○

−

○

目次

更新項目の概要

ページ

NV-U37

Ver.4.00 から更新

Ver.2.00/1.00

（初めて更新）

各種の編集・
設定をする
（編集・設定
メニュー）

NV-U35

Ver.3.00 から更新

から更新
（初めて更新）

「 明るさ調整」を「 手動調整」にし
たときに、自動車モード／自転車
モード／徒歩モードを個別に設定
できるようになりました。

104

−

−

○

外部電源で動作しているときに
も、
「 省電力モード（ 画面オフ）」
で、スタミナモード、スーパース
タミナモードが 有効になりまし
た。

105

−

−

○

操作をしていないときに自動的に
電源を切るかどうかを設定できる
ようになりました。

106

−

−

○

編集・設定メニューの「 ツール
バーを隠す ( 地図 )」を「 ツール
バー表示（ 地図）」に変更しまし
た。

106

○

−

○

GPS ログを、1 時間以上同一ファ
イルに記録するようになりまし
た。

107

−

−

○

「GPS ログ設定」に「 情報量を間
引く」
「 スタート / リセットに連動
する」を追加しました。

107

○

○

○

GPS ログのファイルの分割条件が
変わりました。

107

○

○

○

平均速度の計算に停車時間を含め
るかどうか設定できるようになり
ました。

108

−

−

○

自転車用ルートの探索条件を設定
できるようになりました。

109

−

−

○

音声案内が英語でできるようにな
りました。

109

○

−

○

ルートの探索条件にフェリー航路
を加えるかどうか設定できるよう
になりました。

109

−

−

○

次ページへつづく
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目次

更新項目の概要

ページ

NV-U37

Ver.4.00 から更新

Ver.2.00/1.00

（初めて更新）

各種の編集・
設定をする
（編集・設定
メニュー）
（つづき）

から更新
（初めて更新）

自動速度違反取締装置（ オービ
ス）を案内できるようになりまし
た。

109

−

−

○

地図カラーの種類が増えました。

110

−

−

○

ルートガイド時の、ルートの色が
増えました。

111

−

−

○

パソコンで作ったルートのデータ
を読み込んで、地図上に表示でき
るようになりました。

111

−

−

○

ダウンロードした交通規制情報 *2
を メモリースティックデュオ
からインポートして、地図に表示
したり、ルート探索で考慮したり
できるようになりました。

112

○

−

○

ラップ情報を メモリースティッ
クデュオ に保存できるようにな
りました。

114

○

○

○

−

○

−

○

設定メニューから、店頭展示用の
「 デモンストレーション」を削除
しました。

*1 アウトドア地図ダウンロードは、2014 年 6 月 30 日をもって終了します。
*2 交通規制情報の提供は、2014 年 6 月 30 日をもって終了します。
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NV-U35

Ver.3.00 から更新

目次
本書について .....................................

2
更新内容について............................... 3
基本編（ここだけ読んでも使えます）
現在地を表示する............................. 18

現在地を表示する .................................................. 18
時刻の調整 ................................................................ 20

基本操作のしかた............................. 21

トップメニューの操作 ......................................... 21
ナビモードを切り替える .................................... 23
文字入力 ..................................................................... 24

地図の見かたと操作 ......................... 26

NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/
U76V/U75V/U75 ............................................... 26
NV-U37/U35 ........................................................... 28
地図を動かす―スクロール................................ 30
地図の縮尺を変更する ......................................... 32
常に地図を北上にする／
進行方向を上にする .......................................... 33
2D マップ／ 3D マップに変更する ................. 34
地図を 2 画面で表示する（NV-U97VT/U97V/

U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/
U75 のみ）............................................................... 35
地図上の地点の情報を見る................................ 35
自宅を登録／変更する ...................... 36

自宅を登録する ....................................................... 36
自宅を変更する ....................................................... 37

行き先・経由地を決めて出発する ........ 38
自宅に帰る ...................................... 42

ナビゲーションのいろいろな操作
メニュー画面の見かた ...................... 44
行き先・経由地を決めて出発する
（「行き先」メニュー）...................... 45

「住所」で探す ............................................................ 45
「電話番号」で探す .................................................. 46
「ガイドブック」で探す ......................................... 48
「ジャンル」で探す .................................................. 49
「名称」で探す ............................................................ 51
「マーク」で探す ....................................................... 53
「緯度経度」で探す .................................................. 54
「履歴」で探す ............................................................ 55
保存したルートを使って探す ........................... 57
日時を指定してルートを探索する ................. 57
携帯電話で探した場所を転送する
（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/
U75 のみ）............................................................... 58

近くの施設を探して出発する
（「最寄検索」メニュー）................... 58

「ジャンル」で探す .................................................. 58
「名称」で探す ............................................................ 60
「ガイドブック」で探す ......................................... 61
「シチュエーション」で探す ................................ 62
「かんたん最寄」で探す ......................................... 63
検索範囲を変更する.............................................. 65

よく行く場所へ出発する
（
「自宅 / お気に入り」
メニュー）.......... 65
お気に入りを登録する ......................................... 65
お気に入りの場所へ出発する ........................... 66

携帯電話で探した場所へ出発する
（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/
U75V/U75 のみ）......................... 66

こんなことができます ......................................... 66
準備する（ペアリング）......................................... 66
出発する ..................................................................... 67

ルートを確認する............................. 68

ルートの概要を確認する .................................... 68
ルートをシミュレーションする ...................... 68
次ページへつづく
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ツールバー（NV-U97VT/U97V/

U77VT/U77V/U76VT/U76V/
U75V/U75 のみ）......................... 69

（ワンセグ）／
（ビデオ）／
（音楽）
............................................................... 69
「表示切替」................................................................ 70
「ナビ」.......................................................................... 72
「最寄」.......................................................................... 73
「行き先」／「ルート確認」.................................... 74
（音量）........................................................... 74

ツールバー（NV-U37/U35 のみ）....... 74
（ビデオ）／
（音楽）........................... 75
「表示切替」................................................................ 75
「ナビ」.......................................................................... 78
「全ルート」................................................................ 79
（音量）
.............................................................. 80

自転車モード（NV-U37/U35 のみ）.... 80

こんなことができます ......................................... 80
自転車モードを開始する .................................... 81
ルートを探索する .................................................. 82
自転車モードから他のモードに
切り替える ............................................................. 82

徒歩モード ...................................... 83
こんなことができます ......................................... 83
徒歩モードを開始する ......................................... 83
ルートを探索する .................................................. 85
徒歩モードから他のモードに
切り替える ............................................................. 86

アウトドアモード............................. 86

こんなことができます ......................................... 86
アウトドアモードを開始する ........................... 87
nav‐u 本体で経由地や目的地を
設定する.................................................................. 87
経由地や目的地を編集する................................ 88
nav‐u にルートや経由地をインポートして
出発する.................................................................. 88
アウトドアモードから他のモードに
切り替える ............................................................. 89
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アウトドア地図 ................................ 90

こんなことができます ......................................... 90
アウトドア地図を使う ......................................... 90
アウトドア地図をダウンロードする ............. 90
アウトドア地図を表示する................................ 90
アウトドア地図を終了する................................ 90
アウトドア地図の見かた .................................... 91

標高グラフ ...................................... 91
こんなことができます ......................................... 91
出発前にルートの標高を確認する ................. 91
ルートガイド中に標高を表示する ................. 92

GPS ログを保存する......................... 93

こんなことができます ......................................... 93
GPS ログを保存する.............................................. 93

ラップを計測する............................. 93

こんなことができます ......................................... 93
自動でラップを計測する .................................... 93
手動でラップを計測する .................................... 96
計測したラップを表示する................................ 96

編集・設定をする
各種の編集・設定をする
（編集・設定メニュー）..................... 98

「ルートの編集」
（自動車モード、自転車モード
（NV-U37/U35 のみ））....................................... 98
「ルートの編集」
（アウトドアモードのみ）.............................. 100
「マークの編集」.................................................... 101
「施設アイコン」.................................................... 102
「交通情報」
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/
U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）............... 103
「自宅／お気に入り編集」
（自動車モード、自転車モード（NV-U37/
U35 のみ）、徒歩モードのみ）.................... 103
「ナビモード切替」............................................... 103
「設定」....................................................................... 104

Bluetooth 通信の準備をする
（NV-U77VT/U77V/U76VT/
U76V/U75V/U75 のみ）............ 115

接続状態を確認する........................................... 115
Bluetooth 機器を登録する
（ペアリング）..................................................... 116

アプリケーション機能を楽しむ
ワンセグを見る／録画する（NV-U97VT/

U97V/U77VT/U77V/U76VT/
U76V/U75V のみ）..................... 120

こんなことができます ...................................... 120
ワンセグを見るための準備............................. 120
ワンセグ視聴画面 ............................................... 120
ワンセグを見る .................................................... 121
チャンネルを切り替える ................................. 122
ワンセグを録画する........................................... 123
録画予約を確認／変更する............................. 125
録画した番組（ワンセグビデオ）を
再生する............................................................... 128
Bluetooth 通信で音声を聞く（NV-U77VT/
U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）............ 128
設定を変更する（設定メニュー）................... 129

ガイドブックを見る ....................... 130

こんなことができます ...................................... 130
スポット詳細画面 ............................................... 130
ガイドブックを表示する ................................. 131

音楽を聞く .................................... 132
こんなことができます ...................................... 132
音楽ファイルを転送する ................................. 133
音楽再生画面......................................................... 134
音楽を再生する .................................................... 134
Bluetooth 通信で音声を聞く（NV-U77VT/

U77V/U76VT/U76V/U75V/
U75 のみ）............................................................ 135

設定を変更する
（オプション／設定メニュー）
..................... 136

ビデオを見る ................................. 137
こんなことができます ...................................... 137
ビデオファイルを転送する............................. 137
ビデオ再生画面 .................................................... 138
ビデオを再生する ............................................... 139
ビデオファイルを削除する............................. 140
Bluetooth 通信で音声を聞く
（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/
U75V/U75 のみ）.............................................. 140
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（NV-U37/U35 のみ）...................................... 142

写真を見る .................................... 143
こんなことができます ...................................... 143
写真表示画面......................................................... 145
写真を見る ............................................................. 145
設定を変更する（設定メニュー）................... 146
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（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/
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通話中の操作......................................................... 150
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基本編（ここだけ読んでも使えます）
現在地を表示する .................................................................................. 1
基本操作のしかた .................................................................................. 1
地図の見かたと操作 .............................................................................. 
自宅を登録／変更する .......................................................................... 
行き先・経由地を決めて出発する......................................................... 
自宅に帰る .............................................................................................. 
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現在地を表示する
現在地を表示する

1

周りに高い建物や木などがない場所に停車する。
屋内や高架下などでは GPS を受信できないため、現在地を表示できません。
ちょっと一言
走行中よりも停車中のほうが、より早く現在地を表示できます。

2

/ボタンを押す。
本機の電源が入り、GPS の受信を開始します。

ちょっと一言
最初に電源を入れたときやリセットしたときなどに、品川付近が表示されますが、GPS の受信が完了すると現
在地の表示に変わります。

ご注意
本機を初めてお使いになる場合、内蔵電池の残量が充分でなく、電源が入らないことがあります。このような
場合は、充電してからお使いください。充電方法について詳しくは、お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「充
「充電する」
（NV-U76VT/U76V）または
電する」
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U37）、「現在地を表示する」
「充電するには」
（NV-U75V/U75/U35）をご覧ください。
「現在地を表示する」
-

18

3

GPS の受信が完了するのを待つ。
GPS の受信が完了すると現在地のアイコン

が赤に変わり、現在地が表示されます。

基本編

GPS の受信状況により、現在地のアイコンの色が変わります。
赤色：GPS を受信し、現在地を表示している場合
オレンジ：GPSは受信していないが、現在地を推測して表示している場合
（高架下やトンネル内など）
グレー：GPS を受信できておらず、現在地を正しく表示していない場合
ちょっと一言

• GPS について詳しくは、お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「現在地表示について」をご覧ください。
• 以下の条件を満たす場合、地図画面に GPS の受信状況が表示されます。
– 電源を入れてから GPS を受信するまでの間
– 地図をスクロールさせていない場合
地図のスクロールについて詳しくは、「地図を動かす―スクロール」
（30 ページ）をご覧ください。
また、GPS 受信確認画面で「測位情報」をタッチすると測位情報画面が表示されます。
測位情報について詳しくは、お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「受信状況を確認するには」をご覧くだ
さい。

• GPS の受信状況の表示を、アイコン／メッセージ表示に切り替えることができます。
（107
GPS の受信状況の表示は、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「システム設定」→「GPS 受信確認」
ページ）で変更できます。

• GPS 衛星からの電波を受信したり、ワンセグ（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）
を受信すると、正しい時刻に自動で調整されます。手動では時刻調整できません。

ご注意
以下のような場合には、現在地が表示されるまでに時間がかかることがあります。
• はじめてお使いになる場合
• リセットボタンを押した場合
• 空になった内蔵電池を充電して電源を入れた場合
• 電源を切った状態で 2 〜 3 時間以上おいて、再度電源を入れた場合

受信状況を確認するには
（107 ページ）
GPS の受信状況は、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「システム設定」→「測位情報」
で確認できます。

GPS の受信状況（現在地の測定には、目安として黄色とオレンジの受信が合わせて 4 個以上必要です）
次ページへつづく
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現在地の表示に画面を戻すには
現在地ボタンをタッチします。
ご注意
現在地を表示するには、GPS 衛星を受信している必要があります。

電源を切るには
/ボタンを押します。

時刻の調整

GPS 衛星からの電波を受信したり、ワンセグ（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V
のみ）を受信すると、正しい時刻に調整されます。
手動では時刻調整できません。
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基本操作のしかた
本機の操作は、タッチパネルで行います。
タッチパネルを指先でタッチしてください。
ご注意

基本編

タッチパネルは指で強く押したり、ペンやつめ、つまようじなどの先の鋭いもので触れないでください。タッチパネ
ルの故障の原因になったり、正しく動作しないことがあります。詳しくは、お使いの nav-u に付属の取扱説明書を
ご覧ください。

トップメニューの操作
使いたいメニュー項目を表示するには、次のように操作します。

1

メニューボタンをタッチする。

2

タブをタッチし、使いたい項目を表示させる。

メニュー画面が表示されます。

タブごとの項目
タブ
［設定］タブ
［アプリ］タブ
［ナビ］タブ

3

使いたい項目をタッチする。
ちょっと一言
項目について詳しくは、「ナビゲーションのいろいろな操作」
（43 ページ）をご覧ください。

次ページへつづく
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操作の途中で地図画面に戻るには
メニューボタンまたは現在地ボタンをタッチします。
メニューボタンをタッチすると、最後に表示していた地図画面が表示されます。
現在地ボタンをタッチすると、現在地の地図画面が表示されます。

1 ステップ前に戻るには
（NV-U37/U35 は

）をタッチします。

ツールバーについて
よく使う機能をまとめたツールバーが画面下部にあります。ツールバーの項目をタッチするとその機
能を簡単に操作できます。
表示される項目については、「ツールバー」
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/
U75 は 69 ページ、NV-U37/U35 は 74 ページ）をご覧ください。

ツールバー

ご注意
安全のため走行中は以下の操作ができません。操作は安全な場所に停車して行ってください。
• メニュー
• ツールバー →「ナビ」→
–「マーク登録」の「名称」、「よみ」、「グループ」、マークアイコン、「サウンド設定」
–「マーク編集」
–「ナビモード切替」
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）
• ツールバー →「最寄」
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）
• ツールバー →「行き先」
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ナビモードを切り替える
本機では、自動車モードの他に、自転車モード（NV-U37/U35 のみ、80 ページ）、徒歩モード（83 ペー
ジ）やアウトドアモード（86 ページ）に切り替えることができます。

1

メニューボタンをタッチする。
メニュー画面が表示されます。

基本編

2 ［設定］タブをタッチする。
3 「ナビモード切替」をタッチする。
4 使いたいモードをタッチする。
NV-UVT/UV/UVT/UV/
UVT/UV/UV/U

NV-U/U

ナビモードが切り替わります。
ちょっと一言
画面下部のツールバーの「ナビ」→「ナビモード切替」
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 は
72 ページ、NV-U37/U35 は 78 ページ）をタッチして、ナビモードを切り替えることもできます。

ご注意
ナビモードを切り替えると、ルートガイドは終了します。経由地や目的地は、メニューボタン→「行き先」→「履歴」
から再度呼び出すことができます。履歴は 36 件まで保存されます。
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文字入力
文字や数字は、施設の名称や電話番号などを入力するときに使います。機能によって、文字入力画面
は異なります。ここでは代表的な文字入力画面を例に、文字入力のしかたを説明します。

名称検索画面
行き先の名称を入力するときに使用します。
名称検索画面は、メニューボタン→「行き先」→「名称」で表示されます。
携帯キー

 文字入力領域
入力した文字を表示します。
 携帯キー
タッチして文字を入力します。続けてタッチすると、各
行の文字が順次送られ、入力されます。
（例：
「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」）
ちょっと一言

•「ー」は、「わ」を繰り返しタッチすると入力できます。
• 入力した文字は、しばらくすると自動で確定されます。確定するま

での時間は、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「システム設
定」→「入力文字の自動確定」
（106ページ）で変更することもできます。

0 音キー（NV-UVT/UV/UV/U のみ）
絞込み検索の場合

 / 
文字入力領域のカーソル位置を変更します。
 名称検索／検索
文字入力後、検索を実行します。
 削除／ （削除）
文字を削除します。


（NV-U/U は
）
文字入力を中止して、前の画面に戻ります。

以下は NV-UVT/UV/UVT/UV/UVT/UV/UV/
U のみとなります。

キーワードの場合
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 0 音キー／携帯キー
50 音キーと携帯キーを切り替えます。
 0 音キー
タッチして文字を入力します。絞込み検索の場合、タッ
チできない文字はグレー表示されます。
 該当数
絞込み検索の候補数が表示されます。
 すべて表示
絞込み検索の候補をすべて表示します。
 キーワード／絞込み検索
50 音キーの検索方法をキーワード／絞込み検索に切り
替えます。

ちょっと一言
文字の入力方法は、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「システム設定」→「キーボードの切替」
（106 ページ）で変
更することもできます。（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）

名称設定画面

基本編

マークや保存ルートなどの名称を編集するときや、ルート探索でガイドブックの検索ワードを入力す
るときに使用します。
例：マークの名称設定画面
メニューボタン→［設定］タブ→「マークの編集」→「マーク編集」→（編集するマークグループを選択）→
（編集するマークを選択）→「名称」で表示されます。
 文字入力領域
入力した文字を表示します。
 変換候補表示領域
入力した文字の変換候補を表示します。
タッチすると、その候補を採用します。

更に多くの変換候補が表示されます。
 / 
文字入力領域のカーソル位置を変更します。
 確定
文字を確定します。
 ひらがな、カタカナ、ABC、1
入力する文字の種類を切り替えます。
 削除
文字を削除します。


（NV-U/U は
）
文字入力を中止して、前の画面に戻ります。

 携帯キー
タッチして文字を入力します。
続けてタッチすると、各行の文字が順次送ら
れ、入力されます。
（例：
「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」）
ちょっと一言

•「・」、「、」、「ー」、「！」などの記号は、「わ」を繰り
返しタッチすると入力できます。

• 入力した文字は、しばらくすると自動で確定され
ます。確定するまでの時間は、メニューボタン→
［設定］タブ→「設定」→「システム設定」→「入力文
字の自動確定」
（106 ページ）で変更することもで
きます。
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地図の見かたと操作
NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75
地図画面を表示するには、現在地ボタンをタッチします。

 現在時刻
現在時刻を表示します。
 目的地／次の経由地までの距離と到着予想時
刻
ルートガイド時に、目的地または次の経由地
までの距離と到着予想時刻が表示されます。
タッチすると、目的地と次の経由地が切り替
わります。目的地は赤い旗で、経由地は黄色
い旗で表示されます。
 内蔵電池の状態
：残量表示（内蔵電池で動作している場
合に表示します。）
：充電可能温度ではないため充電でき
ない場合
：高温のため放電している場合
 経由地方向／目的地方向
ルートガイド時に、次の経由地または目的地
の方向を示します。
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 現在地
GPS の受信状況により色が変わります。
赤色：GPS を受信し、現在地を表示している
場合
オレンジ：GPS は受信していないが、現在地
を推測して表示している場合（高架下や
トンネル内など）
グレー：GPS を受信できておらず、現在地を
正しく表示していない場合
 方位（ ページ）
地図の向きを変更します。
アイコンをタッチすると地図の向きを切り替
えることができます。地図の向きは方位アイ
コンで確認できます。
：常に北が上
：進行方向が上
 縮尺（ ページ）
地図の縮尺を変更します。

 ツールバー、住所 / 道路名称表示

• ツールバー

表示されている項目をタッチすると、その
機能を使えます。
ちょっと一言

• 住所 / 道路名称表示

NV-U97VT/U77VT/U76VTに付属のFM VICS
ユニット、または別売の FM VICS ユニット、
VICS ビーコンユニットを接続し、VICS 情報
を受信したときに VICS 情報が表示されます。
ルート上に渋滞があるときは赤く表示されま
す。
別売の VICS ユニットについては、お使いの
nav-u に付属の取扱説明書の「主な仕様」を
ご覧ください。
ご注意

現在地付近の住所、道路名称を表示します。

 音量（ ページ）
音量を調整します。
 行き先／ルート確認（ ページ）
目的地の設定や現在のルートを確認できます。
 最寄（ ページ）
ドライブ中、最寄の施設（ガソリンスタンド
など）を探せます。
 ナビ（ ページ）
ナビメニューを表示します。
 表示切替（0 ページ）
画面の表示を切り替えます。
 ワンセグ（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UVT/UV/UV のみ）／ビデオ
／音楽（ ページ）
ワンセグまたはビデオ、音楽を起動／終了し
ます。

基本編

ツールバーを自動で隠し、住所と道路名称を表示
することができます。
ツールバーの表示設定は、メニューボタン→
［設定］タブ→「設定」→「システム設定」→「ツール
バー表示（地図）」
（106 ページ）で変更できます。

 VICS 情報

VICS ユニットをお使いの場合は、必ずシガー電源
を接続してください。

 車線案内
次の交差点の車線情報を表示します。ルート
ガイド時には、走行レーンを黄色で表示します。
 ガイド情報と距離
ルートガイド時に、次のガイド地点での曲が
る方向と、その地点までの距離を表示します。
 移動速度と高度
GPS の測位から算出された運転中／歩行中の
移動速度と高度が表示されます。
ご注意

• 移動速度や高度は、実際と異なる場合があります。
•

運転中は必ず車のスピードメーターで速度を確認
してください。
高架下やトンネル内など、GPS の受信状況が悪い
場所では、移動速度が「---km/h」、高度が「--- ｍ」
と表示されることがあります。
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NV-U37/U35
地図画面を表示するには、現在地ボタンをタッチします。

 現在時刻
現在時刻が表示されます。
 目的地／次の経由地までの距離と到着予想時
刻
ルートガイド時に、目的地または次の経由地
までの距離と到着予想時刻が表示されます。
タッチすると、目的地と次の経由地が切り替
わります。目的地は赤い旗で、経由地は黄色
い旗で表示されます。
 内蔵電池の状態
：残量表示（内蔵電池で動作している場
合に表示します。）
：充電可能温度ではないため充電でき
ない場合
：高温のため放電している場合
 経由地方向／目的地方向
ルートガイド時に、次の経由地または目的地
の方向が表示されます。
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 現在地
GPS の受信状況により色が変わります。
赤色：GPS を受信し、現在地を表示している
場合
オレンジ：GPS は受信していないが、現在地
を推測して表示している場合（高架下や
トンネル内など）
グレー：GPS を受信できておらず、現在地を
正しく表示していない場合
 方位（ ページ）
地図の向きを変更します。
 縮尺（ ページ）
地図の縮尺を変更します。

 ツールバー
表示されている項目をタッチすると、その機
能を使えます。

 移動速度と高度
GPS の測位から算出された運転中／歩行中の
移動速度と高度が表示されます。

ちょっと一言

 音量（0 ページ）
音量を調整します。

ご注意

• 移動速度や高度は、実際と異なる場合があります。
•

運転中は必ず車のスピードメーターで速度を確認
してください。
高架下やトンネル内など、GPS の受信状況が悪い
場所では、移動速度が「---km/h」、高度が「--- ｍ」
と表示されることがあります。

基本編

ツールバーを自動で隠し、住所と道路名称を表示す
ることができます。
ツールバーの表示設定は、メニューボタン→［設定］
タブ→「設定」→「システム設定」→「ツールバー表示
（地図）」
（106 ページ）で変更できます。

 全ルート（ ページ）
現在のルートを確認します。
 ナビ（ ページ）
ナビメニューを表示します。
 表示切替（ ページ）
画面の表示を切り替えます。
 ビデオ／音楽（ ページ）
ビデオまたは音楽を起動／終了します。
 車線案内
次の交差点の車線情報が表示されます。ルー
トガイド時には、走行レーンが黄色で表示さ
れます。
 ガイド情報と距離
ルートガイド時に、次のガイド地点での曲が
る方向と、その地点までの距離が表示されま
す。
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地図を動かす―スクロール
スクロールには以下の 2 種類があります。
• 指の動きに合わせて地図が動く。
地図を細かく動かす場合にお使いください。
• 指をずらした方向に地図が動き続ける。
地図を遠くまで動かす場合にお使いください。

指の動きに合わせて地図を動かす

1

地図をタッチする。

十字カーソル

タッチした位置が地図画面の中心になり、十字カーソルが表示されます。

2

指をずらす。
十字カーソルが表示された状態で、地図画面をタッチしたまま、動かしたい方向へ指をずらすと、
指の動きに合わせて地図が動きます。

：指の動き
：地図の動き
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指をずらした方向に地図を大きく動かす

1
2

地図をタッチする。

3

タッチしたまま指をずらす。

円の中心をしばらくタッチする。
が に切り替わります。（）

基本編

画面に触れたまま指をずらすと、指をずらした方向に地図が動き続けます（スクロール）。（）

：指の動き
：地図の動き

円の中心からの指の距離によってスクロール速度が 3 段階に変化します。
最速の状態ではズームアウトしながらスクロールします。
ちょっと一言

• 3D マップでスクロールを行おうとすると、2D マップに切り替わります。
• ズームアウトしないよう設定するには、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「地図表示」→「ズームスクロール」
（110 ページ）を「OFF」にします。

現在地の表示に画面を戻すには
現在地ボタンをタッチします。
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地図の縮尺を変更する
地図の縮尺は「−」
（広域）または「＋」
（詳細）をタッチすると変更できます。

1

地図画面上の「−」
（広域）または「＋」
（詳細）をタッチする。
タッチしている間は縮尺が連続で変更されます。

「−」

「＋」

広域画面

詳細画面

ちょっと一言

• 縮尺の範囲は 25m 〜 800km です。
• ジェスチャー操作で簡単に地図の縮尺を変更できます。ジェスチャー操作について詳しくは、「ジェスチャー操作
一覧」
（172 ページ）をご覧ください。
• ジェスチャー操作で変更される縮尺の設定は、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「地図表示」→「プリセット
スケール」
（110 ページ）で変更できます。
• 地図の縮尺が 25m 〜 100m の場合、市街詳細地図を表示できます。市街詳細地図を表示させる縮尺は、メニュー
ボタン→［設定］タブ→「設定」→「地図表示」→「市街詳細地図の表示」
（111 ページ）で変更できます。
• 自動縮尺変更を「ON」にして高速道路に入ると、前回高速道路を走行したときの地図の縮尺に自動的に変更されま
す。「自動縮尺変更」は、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「地図表示」→「自動縮尺変更」
（111 ページ）で変更
できます。

ご注意
十字カーソルが表示されているときは、ジェスチャー操作は使えません。ジェスチャー操作は、現在地ボタンをタッ
チしてから行ってください。
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常に地図を北上にする／進行方向を上にする
地図の向きを、常に北を上にするか、または進行方向を上にするか選ぶことができます。
地図の向きは方位アイコンで確認できます。
（常に北が上）または

（常に北が上）または

（進行方向が上）をタッチする。
基本編

1

（進行方向が上）を切り替えるには、次のように操作します。

地図の向きが変更されます。
または

ちょっと一言

• （常に北が上）のときは、2D マップのみになります。
• スクロール中に変更した地図の向きは、スクロール中のみ有効です。
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2D マップ／ 3D マップに変更する
2D マップ（地図帳のような平面地図）と 3 段階の 3D マップ（斜め上から見たような地図）を切り替える
ことができます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［設定］タブをタッチする。

［設定］タブ

3 「設定」をタッチする。
「設定」

4 「地図表示」をタッチする。
5 「D/Dマップ切替（全画面）」をタッチする。
（ 段階）をタッチする。
6 「D」または「D」
地図の種類が変更されます。

「D」または「D」

ちょっと一言
手順 5 で「2D/3D マップ切替（2 画面）」をタッチすると 2 画面表示時の「左画面」、「右画面」を個別に切り替えることが
できます。
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D マップ

D マップ

基本編

地図を 2 画面で表示する（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）
地図画面を 1 画面表示と 2 画面表示に切り替えることができます。

1 ツールバーの「表示切替」をタッチする。
2 「地図＋地図」をタッチする。
地図上の地点の情報を見る
地図画面上のアイコンをタッチすると、タッチした地点が地図の中央に移動し、アイコンについての
情報が表示されます。
情報が表示されるアイコンは次のとおりです。
• 施設（102 ページ）
• 立体ランドマーク（110 ページ）
• 登録したマーク（111 ページ）
• スポット（130 ページ）
• 駐車場情報 *
• 交通規制情報 *
• サービスエリア・パーキングエリア情報 *

* NV-U97VT/U77VT/U76VT に付属の FM VICS ユニット、または別売の FM VICS ユニット、VICS ビーコンユニット
接続時のみ。
別売のVICSユニットについては、お使いの

（NV-U97VT/
nav-u に付属の取扱説明書の「主な仕様」をご覧ください。
U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）
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自宅を登録／変更する
自宅を登録しておくと、帰宅時には「自宅 / お気に入り」メニューの「自宅」をタッチするだけで、自宅
へのルートガイドを開始できます。（42 ページ）

自宅を登録する

1

自宅に駐車した状態で、メニューボタンをタッチする。
メニュー画面が表示されます。

2 「自宅 お気に入り」をタッチする。
3 「自宅登録」をタッチする。
「自宅登録」

ちょっと一言

• 自宅登録をすると、「自宅登録」が「自宅」に変更されます。「自宅」をタッチすると、自宅へのルート探索を開
始します。

• 自宅を変更する場合は、画面左下の「自宅 / お気に入り編集」をタッチしてから変更してください。（37 ページ）

4 「はい」をタッチする。

「地点検索」メニューが表示されます。

5

地点検索の方法を選ぶ。
「地点検索」メニューの「現在地」をタッチします。
ちょっと一言

GPS を受信し、現在地が正しく表示されている必要があります。現在地の表示については「現在地を表示する」
（18 ページ）をご覧ください。GPS を受信できない場合は、下記のいずれかの方法で、自宅の位置を表示して
ください。
–「最寄」、「住所」、「名称」、「ジャンル」、「電話番号」、「マーク」、「履歴」、「お気に入り」、「地図から」、
「ガイドブック」、「郵便番号」、「緯度経度」をタッチして地点検索をします。

6
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自宅の位置が十字カーソルの中心にあることを確認し、「決定」をタッチする。

7 「はい」をタッチする。

自宅登録が完了し、「自宅 / お気に入り」メニューの「自宅登録」が「自宅」に変更されます。

ちょっと一言

• 自宅登録をすると、地図上の登録した場所に （自宅アイコン）が表示されます。
（65
•「未登録」をタッチすると、よく行く場所などを登録することができます。詳しくは、「お気に入りを登録する」
ページ）をご覧ください。

基本編

自宅を変更する

1

メニューボタンをタッチする。
メニュー画面が表示されます。

2 「自宅 お気に入り」をタッチする。
3 「自宅／お気に入り編集」をタッチする。

「自宅／お気に入り編集」

4 「自宅」をタッチする。
5 「地点変更」をタッチする。
ちょっと一言

「地点削除」をタッチすると、自宅登録を削除することができます。

6

検索の方法を選び、自宅登録を変更する。
自宅登録が変更されます。
ちょっと一言
自宅の登録方法について詳しくは、「自宅を登録する」
（36 ページ）をご覧ください。
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行き先・経由地を決めて出発する
行き先（目的地）を設定すれば、本機が適切なルートを探索し、ルートガイドを開始します。
ここでは住所から探す例で説明します。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「行き先」をタッチする。
「行き先」

3 「住所」をタッチする。
「住所」

ちょっと一言

• ここでは住所から探す例で説明しています。
• 目的地は、メニューボタン→「最寄」、「自宅 お気に入り」または、メニューボタン→「行き先」→「電話番号」、
「ガイドブック」、「ジャンル」、「名称」、「マーク」、「緯度経度」、「履歴」、「ルート呼出」からも選べます。詳
しくは「ナビゲーションのいろいろな操作」
（43 ページ）をご覧ください。

4
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都道府県をタッチする。
選びたい都道府県が表示されていないときは、▲または▼をタッチします。

5

画面に従って住所をタッチする。

基本編

住所を最後まで指定すると、該当する場所周辺の地図が表示されます。

6

目的地が表示されていることを確認し、「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替わります。
ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地までのルートを確認したり、探索条件を変更することができます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前のルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ちょっと一言
詳しくは、「行き先・経由地を決めて出発する（「行き先」メニュー）」
（45 ページ）をご覧ください。

経由地を追加するには
目的地を設定後、いろいろな検索方法で経由地を追加することができます。
それぞれの検索方法で「ここへ行く」の代わりに「経由地追加」をタッチしてください。詳しくは、下記
に記載されている「経由地追加」をご覧ください。
（45 ページ以降）
• 「行き先・経由地を決めて出発する（「行き先」メニュー）」
（58 ページ以降）
• 「近くの施設を探して出発する（「最寄検索」メニュー）」

正しいルートが見つからないときは
以下のような場合には、正しいルートが表示されなかったり、ルート探索できないことがあります。
ルートガイドの内容が実際の交通規則と異なる場合は、必ず実際の交通規則に従ってください。
• 以下のような場所に出発地／（経由地）／目的地を設定した場合
– 山岳部など、近くに道路のない地域
– 商店街の中など、細い道路しかない地域
– 道路データ上、道がつながっていない場合（離島など）
– ゴルフ場など、広い場所 *
– 近くに交通規制が存在する場合

* 目的地周辺の別の場所にルートが設定される場合があります。ルートガイドを開始する前に、目的地に正しくルー
トが設定されているか確認してください。

• 通常のルート探索では対象にならない細い道が、探索されたルートに含まれる場合
次ページへつづく
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ルートガイド中の運転サポート機能

ルートに合わせて自動的に表示を切り替え、きめ細やかな案内で運転をサポートします。
右左折する交差点が近づくとお知らせします。
音声案内のほか、曲がる方向と走行車線をわ
かりやすく表示します。
（固定）／ ON
（ステップ）
交差点拡大図 ON
交差点名がある場合は
交差点名を表示
走行車線

交差点によっては…
方面看板や実際の交差点のようなリアル交
差点ガイドを表示します。
方面看板

交差点までの距離

リアル交差点ガイド 交差点までの距離

*

交差点拡大図 * 交差点までの距離
交差点によっては、下図の曲がる方向が表
示される場合があります。

交差点拡大図 OFF
曲がる方向

交差点までの距離

注意地点が近づくとアイコンや音声で
お知らせします。

走行車線
交差点名
編集・設定メニューで交差点拡大図の ON
（固
（ステップ）／ OFF を切り替えられ
定）／ ON
ます。（109 ページ）

道路状況がリアルタイムでわかります。
（NV-UVT/UV/UVT/UV/
UVT/UV/UV/U のみ）

NV-U97VT/U77VT/U76VT に付属の FM VICS
ユニット、または別売の FM VICS ユニット *、
VICS ビーコンユニット * を接続すると、渋滞な

どの道路状況がリアルタイムで表示されます。

* 別売の VICS ユニットについては、お使いの
nav-u に付属の取扱説明書の「主な仕様」
をご覧ください。
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走行中の状況に応じ、下記のようなアイコ
ン表示や音声案内をします。
例：
： 踏切
： 事故多発地点、右左折専用レーン
： 合流
： 規制注意
時間帯規制やその他の情報などから進
入できない可能性があると判断された
地点に表示されます。
規制注意アイコンが表示されている付
近では充分注意して走行してください。
実際に進入できない場合は、交通規則
に従って走行してください。

ルートを自動で再探索します。
ルートから外れた場合は、自動で新しいルー
トを案内します。

高速道路上ではさらに…

高速道路の走行をサポート。

首都高速道路や阪神高速道路などの都
市高速道路の入口を拡大表示します。
入口までの距離

基本編

高速道路の出口、サービスエリア、パーキ
ングエリアなどの名称と距離、そこに到着
するまでのおよその所要時間*1を表示します。

*1 区間の平均速度から算出します。
「ハイウェイ切替」
をタッチすると、ハイウェ
」
、
イマップを
「表示」
、
「表示
（SA/PA のみ）
「表示しない」
から選ぶことができます。
また、NV-U97VT/U77VT/U76VT に付属の FM
VICS ユニット、または別売の FM VICS ユニッ
ト *2、VICS ビーコンユニット *2 を接続すると、

その区間の混雑状況（赤：渋滞、オレンジ：混雑）
を表示します。（NV-U97VT/U97V/U77VT/
U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）
高速道路の入口

*2 別売の VICS ユニットについては、お使い
の nav-u に付属の取扱説明書の「主な
仕様」をご覧ください。

ハイウェイマップ

高速道路の出口や分岐点を、音声と拡大
表示で案内します。
出口や分岐点までの距離

高速道路の出口や分岐点
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自宅に帰る
自宅を登録しておけば（36 ページ）、簡単な操作で自宅へのルートガイドが開始されます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「自宅 お気に入り」をタッチする。
3 「自宅」をタッチする。

「自宅」

ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替わります。
ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地までのルートを確認したり、探索条件を変更することができます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前のルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ちょっと一言
ジェスチャー操作で簡単に「自宅」へのルートガイドを開始できます。ジェスチャー操作について詳しくは、「ジェス
チャー操作一覧」
（172 ページ）をご覧ください。

ご注意
十字カーソルが表示されているときは、ジェスチャー操作は使えません。ジェスチャー操作は、現在地ボタンをタッ
チしてから行ってください。
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ナビゲーションのいろいろな操作
メニュー画面の見かた .......................................................................... 
行き先・経由地を決めて出発する（「行き先」メニュー）..................... 
近くの施設を探して出発する（「最寄検索」メニュー）....................... 
よく行く場所へ出発する
（
「自宅 / お気に入り」
メニュー）................... 
携帯電話で探した場所へ出発する
（NV-UVT/UV/UVT/UV/UV/U のみ）................... 
ルートを確認する .................................................................................. 
ツールバー（NV-UVT/UV/UVT/UV/UVT/UV/

UV/U のみ）................................................................................... 
ツールバー（NV-U/U のみ）......................................................... 
自転車モード（NV-U/U のみ）..................................................... 0
徒歩モード .............................................................................................. 
アウトドアモード .................................................................................. 
アウトドア地図 ...................................................................................... 0
標高グラフ .............................................................................................. 1

GPS ログを保存する .............................................................................. 
ラップを計測する .................................................................................. 

43

メニュー画面の見かた
メニューボタンをタッチすると、メニュー画面が表示されます。
「行き先」メニュー（ ページ）
目的地や経由地をいろいろな方法で探します。

「最寄検索」メニュー（ ページ）
現在地、地図の中心（十字カーソル）などから近い順に施設
を探します。

電源の状態

•

：シガー電源コード（付属）または AC アダプター
（付属）を接続している場合

•

：残量表示（内蔵電池で動作している場合）

•

：充電可能温度ではないため充電できない場合

•

：高温のため放電している場合

「自宅 / お気に入り」メニュー（ ページ）
自宅や登録したお気に入りから行き先を選べます。

［設定］タブ（ ページ）
編集・設定メニューが表示され、ルートの編集、マークの編集、
施設アイコン、自宅／お気に入り編集、交通情報（NV-U97VT/
U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）、ナビ
モード切り替え、本機のシステム設定ができます。

［アプリ］タブ（11 ページ）
アプリケーションメニューが表示され、ワンセグ（NV-U97VT/
U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）、ガイドブッ

ク、音楽、ビデオ、写真を楽しんだり、ハンズフリー通話
（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）ができます。

［ナビ］タブ（、、 ページ）
ナビゲーションメニューが表示され、「行き先」、「最寄」、
「自宅 お気に入り」から目的地を設定することができます。

ご注意
安全のため、走行中はメニュー操作ができません。メニュー操作は安全な場所に停車して行ってください。
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行き先・経由地を決めて出発
する（「行き先」メニュー）
住所や電話番号など、いろいろな方法で目的地
を探したり、「ルート呼出」で事前に保存してお
いたルートを呼び出すことができます。また、
立ち寄りたい地点や、通りたい道路上に経由地
を設定すると、より希望に近いルートを探すこ
とができます。
現在地以外を出発地にするには、画面左下の
「ルートの編集」をタッチして、
「新規ルート作成」
→「現在地」→「地点変更」で、出発地を変更して
ください。「ルートの編集」について詳しくは、

98 ページをご覧ください。
ちょっと一言

• 徒歩モードでは現在地以外を出発地にすることはで
きません。

• 画面上で自車マークを走行させることで設定した

ルートを確認することができます。詳しくは、
「ルー
をご覧ください。
トシミュレーション」
（106 ページ）

ご注意

「住所」で探す

都道府県をタッチする。
選びたい都道府県が表示されていないとき
は、▲または▼をタッチします。
ちょっと一言
郵便番号がわかる場合は、都道府県の代わりに
「郵便番号」をタッチして、住所を簡単に検索する
こともできます。住所一覧が表示されず、該当す
る場所の地図が表示される場合があります。

5

画面に従って住所をタッチする。
住所を最後まで指定すると、該当する場所
周辺の地図が表示されます。
ちょっと一言
「か」
、
「さ」
、
「た」
、
「な」
をタッ
• 画面下部の「あ」、

チすると、その行の読みではじまる地名のリス
トが表示されます。
•「あ」、「か」、「さ」、「た」、「な」の横の▽をタッ
チすると、「は」、「ま」、「や」、「ら」、「わ」に切
り替わります。
•「あ」、「か」、「さ」、「た」、「な」の同じキーを続
けてタッチすると、画面表示されていない次の
読みに切り替わります。
（例：
「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」）
• 住所リスト先頭の「（代表地点）」をタッチすると、
都道府県／市区町村／番地単位の代表地点の地
図が表示されます。
•「直接入力」をタッチすると、番地などの数字を
直接入力することができます。
• 住所地点と出入口地点が異なる場合は、どちら
を目的地にするか選べます。

ナビゲーションのいろいろな操作

出発地と目的地の位置関係や、交通規制情報などによっ
ては、正しいルートが表示されなかったり、ルート探
索できないことがあります。詳しくは、「正しいルート
が見つからないときは」
（39 ページ）をご覧ください。

4

都道府県や市区町村、大字、字、丁目などを選び、
行き先を探せます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「行き先」をタッチする。

「行き先」メニューが表示されます。

3 「住所」をタッチする。
次ページへつづく
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6

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 6 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。

店舗や施設などの電話番号を入力して、行き先
を探せます。
個人宅の電話番号で探す場合について詳しくは、
「個人宅の電話番号で探す場合」
（47 ページ）をご
覧ください。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「行き先」をタッチする。

「行き先」メニューが表示されます。

3 「電話番号」をタッチする。
4 数字をタッチして、電話番号を市外局
番から入力する。
ちょっと一言
電話番号の入力が途中の場合でも、およその地点
を検索することができます。

5 「電話番号検索」をタッチする。

該当する場所の地図が表示されます。

ちょっと一言

ちょっと一言

ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

検索した施設に駐車場や出入り口の情報がある場
合、駐車場や出入り口のリストが表示されます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。

ご注意

• 一部の地域では、番地、号などが指定できません。
• 選びたい住所がリストにない場合には、近い住所
（数字）を選んでください。
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「電話番号」で探す

6

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。

ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。

公開されている電話帳に登録されている個人宅
は、電話番号で探すことができます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「行き先」をタッチする。

「行き先」メニューが表示されます。

3 「電話番号」をタッチする。
4 数字をタッチして、電話番号を市外局
番から入力する。
ちょっと一言
電話番号の入力が途中の場合でも、およその地点
を検索することができます。

5 「電話番号検索」をタッチする。
ご注意
検索しようとした個人宅が公開されている電話帳
に登録されていない場合、名前入力画面が表示さ
れず、検索できません。

6 個人宅の名字を入力する。
7 「名字を確認」をタッチする。

ナビゲーションのいろいろな操作

手順 6 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。
：施設の住所や電話番号など
• 「詳細情報」
を確認できます。詳細情報がある場合に
表示されます。

個人宅の電話番号で探す場合

入力した電話番号と個人名が電話帳のデー
タと一致する場合、該当する場所の地図が
表示されます。
ご注意
入力した電話番号と個人名が一致しない場合、
「個
人名を確認できませんでした。」のメッセージが表
示されます。

次ページへつづく
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8

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 8 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。

「ガイドブック」で探す
ガイドブックに登録されている場所（スポット）
を行き先として選べます。
ちょっと一言

• トラベル、グルメ、レジャーなどドライブに役立つ情
•

報をまとめたものをガイドブックといいます。ガイド
ブックに収録されている場所をスポットといいます。
ガイドブックについて詳しくは、「ガイドブックを見
る」
（130 ページ）をご覧ください。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「行き先」をタッチする。

「行き先」メニューが表示されます。

3 「ガイドブック」をタッチする。
4 検索条件を選ぶ。

「ブックの選択」
、
「ジャンルの選択」
、
「検索
ワード」
で検索の条件を選んでください。

ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。

ちょっと一言
文字の入力方法について詳しくは、「名称設定画
面」
（25 ページ）をご覧ください。

5 「この条件で探す」をタッチする。

該当するスポットのリストが表示されます。
ちょっと一言

• 検索結果を並べ替えるには「名前順」、「ジャン
ル順」、「最寄順」をタッチしてください。

ご注意

• 公開されている電話帳に登録されていない電話番号
は、検索できません。

• 公開されている電話帳に登録されている電話番号で
•
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も、地図に収録されていない場合は検索できません。
入力した電話番号によっては、施設リストが表示さ
れることがあります。

6

• 検索結果は最大 1,000 件まで表示されます。

行きたいスポットをタッチする。
スポット詳細画面が表示されます。

7

スポット詳細画面で「地図へ」をタッチ
する。
該当する場所の地図が表示されます。

8

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。

ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。

食事や買い物、スポーツなど、目的（ジャンル）
で行き先を探せます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「行き先」をタッチする。

「行き先」メニューが表示されます。

3 「ジャンル」をタッチする。
4 画面に従ってジャンルをタッチする。
選びたい項目が表示されていないときは、
▲または▼をタッチします。
ちょっと一言
ジャンルは、前回選んだものから順に表示されま
す。

5

画面に従って地域を選ぶ。
施設が一覧表示されます。
「絞込み」で名称や市区町村で候補を絞るこ
とができます。
ここで「あかさたな▽」をタッチすると、下
記のことが行えます。
「か」、
「さ」、
「た」、
「な」
• 画面下部の「あ」、
をタッチすると、その行の読みではじま
る施設名のリストが表示されます。
• 「あ」、「か」、「さ」、「た」、「な」の横の▽
をタッチすると、
「は」、
「ま」、
「や」、
「ら」、
「わ」に切り替わります。
「か」、
「さ」、
「た」、
「な」の同じキー
• 「あ」、
を続けてタッチすると、画面表示されて
いない次の読みに切り替わります。
（例：
「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」）

次ページへつづく

49

ナビゲーションのいろいろな操作

手順 8 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
「経由地追加」
：一度ルート探索を行った
•
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
「日時指定」
：出発または到着日時を指定
•
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。

「ジャンル」で探す

6

行きたい施設をタッチする。

ちょっと一言

該当する場所の地図が表示されます。

ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ちょっと一言
タッチした施設に駐車場や出入り口の情報がある
場合、駐車場や出入り口のリストが表示されます。

7

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 7 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。
：施設の住所や電話番号など
• 「詳細情報」
を確認できます。詳細情報がある場合に
表示されます。
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ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。

ちょっと一言
該当件数が多い場合、検索の間「＜検索中…＞」と画面
上部に表示されます。

「名称」で探す
店舗や施設などの名称を入力し、行き先を探せ
ます。
ちょっと一言
文字入力方式は、文字入力画面の「携帯キー／ 50 音
キー」をタッチする、または、メニューボタン→［設定］
タブ→「設定」→「システム設定」→「キーボードの切替」
（106 ページ）で変更できます。（NV-U97VT/U97V/
U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）

携帯キーで探す場合

1 メニューボタンをタッチする。
2 「行き先」をタッチする。

「行き先」メニューが表示されます。

3 「名称」をタッチする。
4 名称を入力する。
ちょっと一言

文字の入力方法について詳しくは、「名称検索画
面」
（24 ページ）をご覧ください。

5 「名称検索」をタッチする。
ちょっと一言

「絞込み」でジャンルや地域の候補を絞ることがで
きます。

6

行きたい施設をタッチする。
該当する場所の地図が表示されます。
ちょっと一言
タッチした施設に駐車場や出入り口の情報がある
場合、駐車場や出入り口のリストが表示されます。

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 7 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。
：施設の住所や電話番号など
• 「詳細情報」
を確認できます。詳細情報がある場合に
表示されます。
ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。

次ページへつづく
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ナビゲーションのいろいろな操作

該当する名称のリストが表示されます。

7

ちょっと一言

• 名称はすべて「かな」で入力します。
• 該当する施設が表示されない場合は、別の読みかた

•
•
•

でもお試しください。
たとえば、
「A」が えー で表示されない場合は、 えい
でもお試しください。
名称は途中まで入力しても検索できます。
登録されている名称は通称と異なる場合があります。
該当件数が多い場合、検索の間「＜検索中…＞」と画
面上部に表示されます。

50 音キーで探す場合（NV-U97VT/
U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/
U75V/U75 のみ）

1 メニューボタンをタッチする。
2 「行き先」をタッチする。

「行き先」メニューが表示されます。

3 「名称」をタッチする。
4 名称を入力する。
ちょっと一言

文字の入力方法について詳しくは、「名称検索画
面」
（24 ページ）をご覧ください。

5 「すべて表示」／「検索」をタッチする。
該当する名称のリストが表示されます。
ちょっと一言
「絞込み」でジャンルや地域の候補を絞ることがで
きます。

6

行きたい施設をタッチする。
該当する場所の地図が表示されます。
ちょっと一言
タッチした施設に駐車場や出入り口の情報がある
場合、駐車場や出入り口のリストが表示されます。
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7

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 7 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。
：施設の住所や電話番号など
• 「詳細情報」
を確認できます。詳細情報がある場合に
表示されます。
ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。

ちょっと一言

• 名称はすべて「かな」で入力します。
• 該当する施設が表示されない場合は、別の読みかた

•
•
•

でもお試しください。
たとえば、
「A」が えー で表示されない場合は、 えい
でもお試しください。
名称は途中まで入力しても検索できます。
登録されている名称は通称と異なる場合があります。
該当件数が多い場合、検索の間「＜検索中…＞」と画
面上部に表示されます。

「マーク」で探す
登録してあるマークから行き先を選べます。
よく行く場所などをマークに登録しておくと、
マークで簡単に探せるので、毎回住所や電話番
号を入力する必要がありません。
ちょっと一言

• マークを登録するには、画面下部のツールバーの
「ナビ」→「マーク登録」
（NV-U97VT/U97V/U77VT/
U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 は 72 ページ、
NV-U37/U35 は 79 ページ）をタッチしてください。
• マークを編集するには、メニューボタン→［設定］タ
ブ→「マークの編集」
（101 ページ）をタッチするか、編

集したいマークを十字カーソルの中心に合わせ、ツー
ルバーの「ナビ」→「マーク編集」
（NV-U97VT/U97V/
U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 は 73 ページ、
NV-U37/U35 は 79 ページ）をタッチしてください。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「行き先」をタッチする。

「行き先」メニューが表示されます。

3 「マーク」をタッチする。
ご注意

4

マークのグループをタッチする。

5

マークをタッチする。

ナビゲーションのいろいろな操作

マークの登録が 0 件の場合は、「マークが登録さ
れていません」と表示されます。

選びたいグループが表示されていないとき
は、▲または▼をタッチします。

選びたい項目が表示されていないときは、
▲または▼をタッチします。
該当する場所の地図が表示されます。

次ページへつづく
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6

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 6 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。
ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。
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「緯度経度」で探す
緯度経度を入力して、行き先を探せます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「行き先」をタッチする。

「行き先」メニューが表示されます。

3 「緯度経度」をタッチする。
4 緯度と経度の数字をタッチして、緯度
と経度を設定する。
ちょっと一言

• 入力できるのは、世界測地系と日本測地系です。
「測地系」の右側のボタン（NV-U97VT/U97V/
U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75）、ま
たは下側のボタン（NV-U37/U35）をタッチする
と切り替えられます。

• 入力できるのは、角度と度分秒（DMS）です。「表
記」の右側のボタン（NV-U97VT/U97V/U77VT/
U77V/U76VT/U76V/U75V/U75）、または下側
のボタン（NV-U37/U35）をタッチすると切り替
えられます。

5 「緯度経度検索」をタッチする。

該当する場所の地図が表示されます。

6

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 6 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。

「履歴」で探す
以前に設定した目的地／経由地の履歴（最大 36
件）から行き先を選べます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「行き先」をタッチする。

「行き先」メニューが表示されます。

3 「履歴」をタッチする。
ちょっと一言

地点履歴を並べ替えるには「並べ替え（回数）」、
「並べ替え（日時）」をタッチしてください。

4

地点履歴リストの項目をタッチする。
選びたい項目が表示されていないときは、
▲または▼をタッチします。
該当する場所の地図が表示されます。

ちょっと一言

ナビゲーションのいろいろな操作

ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。

次ページへつづく
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5

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 5 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。
ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。
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履歴を消去するには

1

前記の手順 3 で「履歴消去」をタッチす
る。

2

削除したい地点履歴をタッチする。
選んだ地点履歴にはチェックマークが表示
されます。
もう一度タッチすると、チェックマークを
解除することができます。
以下をタッチすると複数を同時に選ぶこと
ができます。
：すべての地点履歴が選ばれ、す
• 「全選択」
べてにチェックマークが表示されます。
：地点履歴のチェックマークを
• 「クリア」
すべて解除します。

3 「消去実行」をタッチする。
確認画面が表示されます。

4 「はい」をタッチする。

選んだ地点履歴が消去されます。

保存したルートを使って探す
保存してあるルートから行き先を選べます。
ちょっと一言
ルートを保存するには、ルートガイド中に「ルート確認」
（NV-U37/U35 は「全ルート」）→「ルート保存」をタッチ
「ルー
し、保存先をタッチしてください（最大8件）。また、
トの編集」
（98 ページ）からも保存できます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「行き先」をタッチする。

「行き先」メニューが表示されます。

3 「ルート呼出」をタッチする。
4 保存ルート呼出リストの項目をタッチ
する。

選びたい項目が表示されていないときは、
▲または▼をタッチします。

5 「ガイド開始」をタッチする。

ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
ちょっと一言

•

•

ができます。
：ルート名称を変更します。
–「ルート名称変更」
：ルート編集画面になります。
–「ルート編集」
：ルートを消去します。
–「ルート消去」
ルート探索結果画面では、現在地から目的地ま
でのルートを確認したり、探索条件を変更する
ことができます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボ
タン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前
のルート確認」
（110 ページ）で変更できます。
保存したルートを日時指定で探索することもで
きます。詳しくは「日時を指定してルートを探
索する」
（57 ページ）の「ちょっと一言」をご覧く
ださい。

本機では、現在時刻でのルート探索の他に、出
発または到着の日時を指定してルートを探索す
ることもできます。その場合は、メニューボタ
ン→「行き先」から目的地を設定し、ルート探索
を行うときに、「ここへ行く」の代わりに画面下
部の「日時指定」を選びます。

出発日時を指定してルート探索する場合
出発日時を指定した後、「探索開始」をタッチし
ます。

到着日時を指定してルート探索する場合
「出発／到着切替」をタッチして（画面左上の表示
が「到着日時」に変わります）、到着日時を指定し
た後、「探索開始」をタッチします。
ちょっと一言

• 交通情報（渋滞）を考慮した所要時間は、ルート探索
後に計算されます。所要時間の計算中にはルート探
索結果画面の日時の右側（NV-U37/U35 は左側）に
「（更新中…）」と表示されます。計算が終わると「（更
新中…）」が「渋滞考慮」に変わり、到着予想時刻が渋
滞を考慮した時刻に変わります。

• 日時指定画面の右上の

をタッチすると、ルート探
索結果画面が表示されます。ルート探索結果画面で
「日時指定」をタッチすると、再度日時指定画面が表
示されます。（NV-U37/U35 のみ）
• ルート探索の結果は「ルート保存」で保存できますが、
出発日時／到着日時は保存されません。
• 保存したルートを日時指定で探索するときは、メ
ニューボタン→「行き先」→「ルート呼出」から使いた
い保存ルートを選び、「ルート編集」→「オプション」
→「日時指定」でお使いいただけます。
• ルート探索結果画面で、「ガイド開始」をタッチする
と、現在時刻でルートを再探索します。
• 日時を指定したルート探索は、徒歩モードではお使
いになれません。

ナビゲーションのいろいろな操作

•「ガイド開始」以外にも、以下の項目を選ぶこと

日時を指定してルートを探索する

ご注意
本機でルート探索したときに表示される到着予想時刻
／出発予想時刻は、おおよその目安としてお使いくだ
さい。実際の交通状況により、表示／指定した日時に
到着できない場合があります。
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携帯電話で探した場所を転送する
（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）

Bluetooth 通信を使用して、携帯電話で検索した

場所や施設の情報を本機に転送します
（携帯電話
目的地転送機能）
。
本機が受信した施設や地点を目的地にして、ルー
トガイドを開始できます。

携帯電話目的地転送機能について詳しくは、
「携帯電話で探した場所へ出発する」
（66 ページ）
をご覧ください。
ちょっと一言
携帯電話目的地転送機能に対応した携帯電話の機種に
ついて詳しくは、下記のホームページの「サポート・お
問い合わせ」からご確認いただけます。

http://www.sony.jp/nav-u/

近くの施設を探して出発する
（「最寄検索」メニュー）
現在地または地図の中心（十字カーソル）から近
い順に行きたい施設を探します。
ちょっと一言
現在地以外で最寄検索したい場合は、地図をスクロー
ルするなどして十字カーソルを表示させると、その地
点を中心に周辺の施設やスポットを探すことができま
す。

ご注意
出発地と目的地の位置関係や、交通規制情報などによっ
ては、正しいルートが表示されなかったり、ルート探
索できないことがあります。詳しくは、「正しいルート
が見つからないときは」
（39 ページ）をご覧ください。

「ジャンル」で探す
食事や買い物、スポーツなど、目的（ジャンル）
で行き先を探せます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「最寄」をタッチする。

「最寄検索」メニューが表示されます。

3 「ジャンル」をタッチする。
4 画面に従ってジャンルをタッチする。
選びたい項目が表示されていないときは、
▲または▼をタッチします。
ちょっと一言
ジャンルは、前回選んだものから順に表示されま
す。
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5

行きたい施設をタッチする。
該当する場所の地図が表示されます。
ちょっと一言

• タッチした施設に駐車場や出入り口の情報があ

る場合、駐車場や出入り口のリストが表示され
ます。
•「名称検索」をタッチすると、検索結果を名称で
絞り込むことができます。
•「検索範囲」をタッチすると、検索条件を変更す
ることができます。「検索範囲」はルートガイド
中のみ選べます。「検索範囲」について詳しくは、
「検索範囲を変更する」
（65 ページ）をご覧くださ
い。
•「かんたん最寄登録」をタッチすると、「かんた
ん最寄」を登録することができます。「かんたん
最寄」について詳しくは、「「かんたん最寄」で探
す」
（63 ページ）をご覧ください。
•「地図表示」をタッチすると、地図画面を見なが
ら施設を選ぶことができます。前の画面に戻る
には、「リスト表示」をタッチします。

6

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。

ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。
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手順 6 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。
：施設の住所や電話番号など
• 「詳細情報」
を確認できます。詳細情報がある場合に
表示されます。

「名称」で探す
店舗や施設などの名称を入力し、行き先を探せ
ます。
ちょっと一言
文字入力方式は、文字入力画面の「携帯キー／ 50 音
キー」をタッチする、または、メニューボタン→［設定］
タブ→「設定」→「システム設定」→「キーボードの切替」
（106 ページ）で変更できます。（NV-U97VT/U97V/
U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）

1 メニューボタンをタッチする。
2 「最寄」をタッチする。

「最寄検索」メニューが表示されます。

3 「名称」をタッチする。
4 名称を入力する。
ちょっと一言

文字の入力方法について詳しくは、「名称検索画
面」
（24 ページ）をご覧ください。

5 「検索」／「名称検索」をタッチする。

該当する名称のリストが表示されます。

6

行きたい施設をタッチする。
該当する場所の地図が表示されます。
ちょっと一言

• タッチした施設に駐車場や出入り口の情報があ

る場合、駐車場や出入り口のリストが表示され
ます。
•「ジャンル」をタッチすると、検索結果をジャン
ルで絞り込むことができます。
•「検索範囲」をタッチすると、検索条件を変更す
ることができます。「検索範囲」はルートガイド
中のみ選べます。「検索範囲」について詳しくは、
「検索範囲を変更する」
（65 ページ）をご覧くださ
い。
•「地図表示」をタッチすると、地図画面を見なが
ら施設を選ぶことができます。前の画面に戻る
には、「リスト表示」をタッチします。
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7

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 7 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。
：施設の住所や電話番号など
• 「詳細情報」
を確認できます。詳細情報がある場合に
表示されます。
ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。

「ガイドブック」で探す
ガイドブックに登録されている場所（スポット）
を行き先として選べます。
ちょっと一言

• トラベル、グルメ、レジャーなどドライブに役立つ情
•

報をまとめたものをガイドブックといいます。ガイド
ブックに収録されている場所をスポットといいます。
ガイドブックについて詳しくは、「ガイドブックを見
る」
（130 ページ）をご覧ください。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「最寄」をタッチする。

「最寄検索」メニューが表示されます。

3 「ガイドブック」をタッチする。
4 検索条件を選ぶ。

「ブックの選択」
、
「ジャンルの選択」
、
「検索
ワード」
で検索の条件を選びます。

7

スポット詳細画面で「地図へ」をタッチ
する。
該当する場所の地図が表示されます。

8

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 8 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
「経由地追加」
：一度ルート探索を行った
•
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」

文字の入力方法について詳しくは、「名称設定画
面」
（25 ページ）をご覧ください。

5

「この条件で探す」をタッチする。
該当するスポットのリストが表示されます。
ちょっと一言

• 検索結果を並べ替えるには「名前順」、「ジャン
•

6

ル順」、「最寄順」をタッチしてください。
検索結果は最大 100 件まで表示されます。

行きたいスポットをタッチする。

ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。

スポット詳細画面が表示されます。
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ちょっと一言

してルートを探索します。
「最寄検索」
：表示されている地点を中心
•
に、さらに最寄検索します。

「シチュエーション」で探す
「みんなでご飯」
「トイレに行きたい」などシチュ
エーションに合わせた行き先を探せます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「最寄」をタッチする。

「最寄検索」メニューが表示されます。

3 「シチュエーション」をタッチする。
4 検索したいシチュエーションをタッチ
する。

5

行きたい施設をタッチする。
該当する場所の地図が表示されます。
ちょっと一言

• タッチした施設に駐車場や出入り口の情報があ

る場合、駐車場や出入り口のリストが表示され
ます。
•「名称検索」をタッチすると、検索結果を名称で
絞り込むことができます。
•「検索範囲」をタッチすると、検索条件を変更す
るとができます。「検索範囲」はルートガイド中
のみ選べます。「検索範囲」について詳しくは、
「検索範囲を変更する」
（65 ページ）をご覧くださ
い。
•「地図表示」をタッチすると、地図画面を見なが
ら施設を選ぶことができます。前の画面に戻る
には、「リスト表示」をタッチします。

6

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 6 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。
：施設の住所や電話番号など
• 「詳細情報」
を確認できます。詳細情報がある場合に
表示されます。
ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。
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各シチュエーションの施設 / 店舗を変更す
るには

1 メニューボタンをタッチする。
2 「最寄」をタッチする。

「最寄検索」メニューが表示されます。

3 「シチュエーション」をタッチする。
4 「編集」をタッチする。
5 変更したいシチュエーションをタッチ

「かんたん最寄」で探す
あらかじめ登録されているジャンルで行き先を
探せます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「最寄」をタッチする。

「最寄検索」メニューが表示されます。

する。

6

検索対象としたい施設をタッチし、
チェックマークをつけます。
チェックマークのついた施設が表示されま
す。

「かんたん最寄」

3

検索したい「かんたん最寄」をタッチす
る。

4

行きたい施設をタッチする。

ちょっと一言
施設／アイコンをすべて選ぶと、リストに明るい色の
チェックマークが表示されます。施設／アイコンをい
くつかだけ選んでいる場合は、リストに暗い色のチェッ
クマークが表示されます。

該当する場所の地図が表示されます。
ちょっと一言

• タッチした施設に駐車場や出入り口の情報があ

次ページへつづく

ナビゲーションのいろいろな操作

る場合、駐車場や出入り口のリストが表示され
ます。
•「検索範囲」をタッチすると、検索条件を変更す
ることができます。「検索範囲」はルートガイド
中のみ選べます。「検索範囲」について詳しくは、
「検索範囲を変更する」
（65 ページ）をご覧くださ
い。
•「地図表示」をタッチすると、地図画面を見なが
ら施設を選ぶことができます。前の画面に戻る
には、「リスト表示」をタッチします。
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5

目的地が表示されていることを確認し、 「かんたん最寄」を変更するには
「ここへ行く」をタッチする。
メニューボタンをタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。

手順 5 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。
：施設の住所や電話番号など
• 「詳細情報」
を確認できます。詳細情報がある場合に
表示されます。
ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更できます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。
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1
2 「最寄」をタッチする。

「最寄検索」メニューが表示されます。

3 「かんたん最寄編集」をタッチする。
4 変更したい「かんたん最寄」をタッチする。
5 画面に従ってジャンルをタッチする。
選びたい項目が表示されていないときは、
またはをタッチします。

「かんたん最寄」が変更されます。

検索範囲を変更する
最寄検索の検索範囲を変更します。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「最寄」をタッチする。

「最寄検索」メニューが表示されます。

よく行く場所へ出発する
（「自宅 /お気に入り」メニュー）
自宅やよく行く場所などを「自宅 / お気に入り」メ
ニューに登録しておくと、「自宅 / お気に入り」メ
ニューから行き先を選べます。
ご注意
出発地と目的地の位置関係や、交通規制情報などによっ
ては、正しいルートが表示されなかったり、ルート探索
できないことがあります。詳しくは、「正しいルートが見
つからないときは」
（39 ページ）をご覧ください。

「検索範囲」

3 「検索範囲」を選ぶ。

1 メニューボタンをタッチする。
2 「自宅 お気に入り」をタッチする。

「自宅 / お気に入り」メニューが表示されます。

3 「未登録」をタッチする。
4 「はい」をタッチする。

「地点検索」メニューが表示されます。

5

* 地図をスクロールしているかどうかによって、
「この地点から」と「現在地から」が切り替わりま
す。

6

検索方法をタッチする。

ナビゲーションのいろいろな操作

最寄検索の検索範囲をタッチしてください。
• 「この地点から」*：スクロールした地図の
十字カーソルの地点を中心に最寄検索し
ます。
• 「現在地から」*：スクロールしていないと
きに、現在地を中心に最寄検索します。
：現在地を中心に、目的地
• 「目的地方向」
の方向に最寄検索します。ルートガイド
中のみ選べます。
：目的地を中心に最寄検索
• 「目的地周辺」
します。ルートガイド中のみ選べます。

お気に入りを登録する

検索方法は次の方法から選べます。
「最寄」、「住所」、「名称」、「ジャンル」、
「電話番号」、「マーク」、「履歴」、「自宅」、
「地図から」、「現在地」、「ガイドブック」、
「郵便番号」、「緯度経度」

選んだ検索方法に従って登録したい
地点を探す。
該当する場所の地図が表示されます。

7

登録したい地点が表示されていること
を確認し、「決定」をタッチする。
お気に入りに登録されます。
次ページへつづく
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ちょっと一言
お気に入りの編集方法は、「自宅／お気に入り編集」
（103 ページ）をご覧ください。

お気に入りの場所へ出発する

1 メニューボタンをタッチする。
2 「自宅 お気に入り」をタッチする。

「自宅 / お気に入り」メニューが表示されます。

3

行きたい場所をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認したり、探索条件を変更すること
ができます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→
［設定］
タブ→
「設定」
→
「案内」
→
「案内前のルー
で変更できます。
ト確認」
（110ページ）

ちょっと一言
ジェスチャー操作で簡単に「自宅」、「★ 1」
（お気に入り
（お気に入り 2）へのルートガイドを開始でき
1）、「★ 2」
ます。ジェスチャー操作について詳しくは、「ジェス
チャー操作一覧」
（172 ページ）をご覧ください。
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携帯電話で探した場所
へ出発する（NV-U77VT/
U77V/U76VT/U76V/U75V/U75のみ）
こんなことができます

Bluetooth 通信を使用して、携帯電話で検索した
場所や施設の情報を本機に転送します
（携帯電話
目的地転送機能）
。
本機が受信した施設や地点を目的地にして、ルー
トガイドを開始できます。

ちょっと一言
携帯電話目的地転送機能に対応した携帯電話の機種に
ついて詳しくは、下記のサポートページからご確認く
ださい。

http://www.sony.jp/support/nav-u/

準備する（ペアリング）

Bluetooth 接続するには、対応機器同士をあら
かじめ登録しておく必要があります。
この登録のことをペアリングといいます。

ペアリングについて詳しくは、「Bluetooth 機器
を登録する（ペアリング）」
（116 ページ）をご覧く
ださい。

出発する
携帯電話目的地転送機能に対応した携帯電話か
ら場所や施設の情報を受信し、行き先として設
定できます。
ご注意
本機の操作をする前に以下のことを確認してください。
• 接続する携帯電話の電源が入っている。
• 本機と、接続する携帯電話のペアリングが完了して
いる。（116 ページ）
• 接続する携帯電話のプロファイルが、本機のプロファ
イルに対応している。（お使いの nav-u に付属の取
扱説明書の「Bluetooth 無線技術について」をご覧くだ
さい。）

1 「現在地」をタッチする。
地図画面が表示されます。

2

携帯電話の携帯電話目的地転送機能対
応コンテンツで場所や施設を検索する。

3

携帯電話から本機に場所や施設の情報
を送信する。
該当する場所や施設の地図が表示されます。

4

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 4 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。
ちょっと一言

• ルート探索結果画面では、現在地から目的地ま

ナビゲーションのいろいろな操作

でのルートを確認したり、探索条件を変更でき
ます。ルート探索結果画面の表示設定は、メ
ニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→
「案内前のルート確認」
（110 ページ）で変更でき
ます。
• メニューボタン→［行き先」→「携帯から」で、携
帯電話から場所や施設の情報を受信することが
できます。

ご注意
実際の交通状況によっては、指定した日時に到着
できない場合があります。到着予想時刻は、おお
よその目安としてお使いください。
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ルートを確認する
ルート探索した結果を確認できます。

ルートの概要を確認する
出発地から目的地までの道路名称、道路番号、
距離など、ルート探索した結果の詳細情報を確
認できます。

1 ツールバーをタッチする。
（NV-U/U は「全
2 「ルート確認」
ルート」）をタッチする。

ルート探索した結果が地図上に表示されま
す。

3

「ルート詳細」をタッチする。
道路名称、道路番号、距離など、ルート探
索した結果の詳細情報が表示されます。

ちょっと一言

ルートをシミュレーションする
画面上で自車マークを走行させることで、探索
したルートを確認できます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［設定］タブをタッチする。
3 「設定」をタッチする。
4 「システム設定」をタッチする。
5 「ルートシミュレーション」をタッチす
る（10 ページ）。

ちょっと一言

• 出発地や経由地、目的地は、メニューボタン→［設定］
タブ→「ルートの編集」
（98 ページ）で変更してくださ
い。

• シミュレーションを中止したい場合は、メニューボ
•

• すべての詳細情報を表示するのに、時間がかかる場
合があります。

• 道路名称をタッチすると、その道路に入る場所の地
図が表示されます。この地図は固定表示となり、縮
尺の変更やスクロールはできません。
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•

タンまたはツールバーの「シミュレーション終了」を
タッチしてください。
次の音声案内の手前までシミュレーションをスキッ
プしたい場合は、ツールバーの
をタッチしてく
ださい。
メニュー→「行き先」→「ルートの編集」→「ルートシ
ミュレーション」からも確認できます。

ツールバー（NV-U97VT/

U97V/U77VT/U77V/U76VT/
U76V/U75V/U75のみ）
ツールバーの項目をタッチすると、目的に応じ
た機能を簡単に使えます。

（ワンセグ）
／

（ビデオ）
／ （音楽）

ナビゲーションと同時に使用可能なアプリケー
ションの起動／終了を切り替えます。

前回ワンセグを使用していた場合
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/
U76VT/U76V/U75V のみ）

ちょっと一言
ツールバーの表示方法を選ぶことができます。
メニューボタン →［設定］タブ →「 設定」→「 システム
（106 ページ）で、表
設定」→「 ツールバー表示（地図）」
示方法を選びます。
−「常時表示」
：ツールバーを表示したままにします。
−「自動で隠す」
*：一定時間何も操作しない場合に
ツールバーを自動で隠します。画面下部をタッチす
ると再度表示できます。
−「住所／道路名称を優先して表示」*：一定時間何も
操作しない場合にツールバーを自動で隠し、住所と
道路名称を表示します。

* 十字カーソルが表示されているときは、ツールバー
が表示されます。

ご注意

•

ワンセグを起動します。
ワンセグを終了し、地図画面に切り替わります。

前回ビデオを使用していた場合

•
•

ビデオを再生します。
ビデオの再生を終了し、地図画面に切り替わります。

前回音楽を使用していた場合

•
•

ナビゲーションのいろいろな操作

安全のため走行中は以下の操作ができません。操作は
安全な場所に停車して行ってください。
• メニュー
• ツールバー →「ナビ」→
–「マーク登録」の「名称」、「よみ」、「グループ」、
マークアイコン、「サウンド設定」
–「マーク編集」
–「ナビモード切替」
• ツールバー →「最寄」
• ツールバー →「行き先」

•

音楽を再生します。
音楽の再生を終了します。
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「表示切替」
地図画面の表示や起動中のアプリケーション（ワ
ンセグ（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/
U76VT/U76V/U75V のみ）またはビデオ、音楽）
画面を切り替えます。

• 情報（小）＋地図
平均速度や移動距離などの計測情報と地図画面が表
示されます。（画面は自動車モードの画面です。）

 GPS の測位から算出された移動速度が表示

• アウトドア地図 *
アウトドア地図（国土地理院の 2 万 5 千分の 1 地形図）
が表示されます。

* アウトドア地図ダウンロードは、2014年6月30日をもっ
て終了します。

されます。
 計測中の移動距離が表示されます。
 経過時間が表示されます。
 ナビモード（自動車モード、徒歩モード、
アウトドアモード）を切り替えます。
 情報（大）＋地図の表示に切り替えます。
 計測をスタートします。計測中は「スター

ト」の代わりに「ストップ」が表示されます。
ちょっと一言

• 情報画面をタッチすると、「速度」、「移動距離」、

ちょっと一言

• アウトドア地図を使うには、アウトドア地図をダ
ウンロードする必要があります。

• アウトドア地図について詳しくは、「アウトドア地
図」
（90 ページ）をご覧ください。
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「経過時間」が「平均速度」、「最高速度」、「消費カロ
リー」に切り替わります。もう一度タッチすると、
「速度」、
「移動距離」、
「経過時間」に切り替わります。
• 計測中の下記の項目は徒歩モードとアウトドア
モード共通になります。
– 移動距離
– 経過時間
– 平均速度
– 最高速度
– 消費カロリー

• 情報（大）＋地図

• 計測中の下記の項目は徒歩モードとアウトドア
モード共通になります。
– 移動距離
– 経過時間
– 平均速度
– 最高速度
– 消費カロリー

平均速度、移動距離、消費カロリー、ラップなどの
計測情報が表示されます。ラップについて詳しくは、
93 ページをご覧ください。
（画面は自動車モードの１ページ目です。）

ご注意

 GPS の測位から算出された移動速度が表示

されます。
 計測中の移動距離が表示されます。
 経過時間が表示されます。
 積算距離（ナビモードごとの総移動距離）が

消費カロリーについて

• 消費カロリーを正しく算出するには、はじめ

•

に体重を設定する必要があります。メニュー
ボタン→［設定］タブ→「設定」→「システム設
定」→「カロリー計算設定」
（108 ページ）で体
重を設定してください。
消費カロリーは、次の式で算出されます。
消費カロリー（kcal）＝ 1.05 × 身体活動の強
さ（METs 値）×
経過時間（時間）×
体重（kg）

ナビゲーションのいろいろな操作

表示されます。
積算距離は、メニューボタン→［設定］タブ
→「設定」→「システム設定」→「積算距離初
期化」
（108 ページ）で初期化できます。
 計測中の平均速度が表示されます。
 計測中の最高速度が表示されます。
 計測中の消費カロリーが表示されます。
 ナビモード（自動車モード、徒歩モード、
アウトドアモード）を切り替えます。
 情報（小）＋地図の表示に切り替えます。
 ラップ計測の設定（93、114 ページ）を変え
ることができます。
 移動距離、経過時間、平均速度、最高速度、
消費カロリーをリセットします。
 計測をスタートします。計測中は「スター
ト」の代わりに「ストップ」が表示されます

情報画面やラップの移動距離は、以下のような場合、
誤差が生じることがあります。
– GPS を受信しづらい場所を移動した場合 *
– 徒歩など低速で移動した場合
* GPS 測位、GPS の受信について詳しくは、お使い
の nav-u に付属の「取扱説明書」の「現在地表示に
ついて」をご覧ください。

ちょっと一言
身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表
（メッツ）値といいます。座って安静に
す単位を METs
している状態が 1 METs、普通歩行が 3 METs に相当
します。
本機のナビモードの METs 値は次の通りです。
– 自動車モード：1 METs
– 徒歩モード、アウトドアモード：1 METs 〜 18
METs（速度による）

ちょっと一言

• 情報画面をタッチすると、表示が「情報＋ラップ」
→「ラップ」→「情報」の順で切り替わります。

次ページへつづく
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• 再生画面
起動中のアプリケーション画面が表示されます。
ワンセグ（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/
U76V/U75V のみ）、ビデオまたは音楽が起動してい
る場合に表示されます。（画面は音楽再生画面です。）

「ナビ」
ナビメニューが表示されます。

十字カーソルを表示しているとき
ちょっと一言
ワンセグ視聴画面について詳しくは、「ワンセグ視聴
画面」
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/
（120 ページ）、音楽再生画面につ
U76V/U75V のみ）
いて詳しくは、「音楽再生画面」
（134 ページ）、ビデ
オ再生画面について詳しくは、「ビデオ再生画面」
（138 ページ）をご覧ください。

ご注意
走行中は安全のためワンセグ（NV-U97VT/U97V/
U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）、ビデオは
音声のみ出力されます。映像は表示されません。

• 地図
地図画面が表示されます。

• 案内一時停止／案内再開（自動車モードのみ）
交差点拡大図の表示や音声案内を一時的に中断／再
開します。

• 画面ロック（徒歩モード、アウトドアモードの
み）

nav-u 本体が誤作動しないように、タッチパネル
の操作を無効にします。画面ロックを解除するには、
タッチパネルの左側にある現在地ボタンを長押しし
てください。

• ナビモード切替
「自動車モード」、
「徒歩モード」、
「アウトドアモード」
をタッチして、ナビモードを切り替えます。

• 経由地スキップ（自動車モード、アウトドア
モードのみ）

次の経由地を飛ばしてルートガイドをします。経由
地を設定している場合のみ表示されます。

ちょっと一言
地図画面について詳しくは、「地図の見かたと操作」
（26 ページ）をご覧ください。

• 地図＋地図
地図画面が 2 画面表示されます。

• ここへ行く
十字カーソルの中央に表示されている地点を目的地
にしたルートを探索します。

• マーク登録／マーク編集
表示されている地点をマークとして登録することが
できます。
登録済みのマークを地図の中心に合わせて「ナビ」を
タッチすると、「マーク登録」は「マーク編集」に切り
替わり、マークの編集ができます。

ちょっと一言
マークは最大 2,000 件まで登録できます。
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• ガイド再開／ガイド終了
ルートガイドを再開／終了します。ルートを設定し
ている場合のみ表示されます。

• 経由地追加（自動車モード、アウトドアモード
のみ）

立ち寄りたい場所を経由地に設定して、ルートを再
探索します。ルートガイド中のみ表示されます。

現在地を表示しているとき

• 案内一時停止／案内再開（自動車モードのみ）
交差点拡大図の表示や音声案内を一時的に中断／再
開します。

• 画面ロック（徒歩モード、アウトドアモードの
み）

nav-u 本体が誤作動しないように、タッチパネル
の操作を無効にします。画面ロックを解除するには、
タッチパネルの左側にある現在地ボタンを長押しし
てください。

• マーク登録／マーク編集
表示されている地点をマークとして登録することが
できます。
登録済みのマークを地図の中心に合わせて「ナビ」を
タッチすると、「マーク登録」は「マーク編集」に切り
替わり、マークの編集ができます。

ちょっと一言
マークは最大 2,000 件まで登録できます。

• ガイド再開／ガイド終了
ルートガイドを再開／終了します。ルートを設定し
ている場合のみ表示されます。

「最寄」
ドライブ中、最寄の施設（ガソリンスタンドなど）
を探せます。
ちょっと一言
「最寄検索」メニューについて詳しくは、「近くの施設を
探して出発する（「最寄検索」メニュー）」
（58 ページ）を
ご覧ください。

• ナビモード切替
「自動車モード」、
「徒歩モード」、
「アウトドアモード」
をタッチして、ナビモードを切り替えます。

• 経由地スキップ（自動車モード、アウトドア
モードのみ）

ナビゲーションのいろいろな操作

次の経由地を飛ばしてルートガイドをします。経由
地を設定している場合のみ表示されます。

• 一般高速切替（自動車モードのみ）
一般道と高速道路が並走しているときなどに、実際
に走行している道路とは異なる道路上に現在地が表
示される場合があります。このような場合に、現在
地を正しい道路上に表示するよう切り替えることが
できます。
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「行き先」／「ルート確認」
目的地の設定や現在のルートを確認できます。
• 「行き先」
住所や電話番号など、いろいろな方法で目的地を探
せます。

ちょっと一言
「行き先」
メニューについて詳しくは、
「行き先・経由地
を
を決めて出発する
（
「行き先」
メニュー）
（
」45ページ）
ご覧ください。

ツールバー
（NV-U37/U35 のみ）
地図下段のツールバーの項目をタッチすると、
目的に応じた機能を簡単に使えます。
ちょっと一言

• 現在地が表示されている状態で、一定時間操作がな

い場合に、ツールバーの表示を隠すことができます。
ツールバーを隠すには、メニューボタン→［設定］タ
ブ→「設定」→「システム設定」→「ツールバー表示（地
図）」
（106 ページ）で「自動で隠す」
* または「住所／道路
名称を優先して表示」* にします。

• 「ルート確認」
現在のルートを確認できます。ルートガイド中のみ
表示されます。
ルート確認画面では下記の操作ができます。
：現在のルートの探索条件を変更できま
•「探索条件」
す。
（自動車モード、徒歩モードのみ）
（108、109ペー
ジ）
：現在のルートを保存します。（自動
•「ルート保存」
車モードのみ）
（57 ページ）
：目的地の周辺を表示します。
•「目的地表示」
：道路情報などを表示します。
•「ルート詳細」
：全ルートの標高グラフを表示します。
•「標高グラフ」
（自動車モードのみ）
（91 ページ）

（音量）

/ で音量を調整できます。
調整後、音量調整表示は自動的に消えますが、
をタッチして消すこともできます。
ワンセグ（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/
U76VT/U76V/U75V のみ）またはビデオ、音楽
を起動している場合は、これらの音量も調整で
きます。

* 十字カーソルが表示されているときは、ツールバー
が表示されます。

• ツールバーが隠れた状態で画面下部（ツールバーが表
•
•

示される部分）をタッチするとツールバーが表示され
ます。
地図をスクロールモードにしている間は、ツールバー
は隠れません。
自転車モード中、徒歩モード中、アウトドアモード
中は、ツールバーの項目が一部異なります。自転車
モードについて詳しくは、「自転車モード」
（80 ペー
ジ）、徒歩モードについて詳しくは、
「徒歩モード」
（83
ページ）、アウトドアモードについて詳しくは、「ア
ウトドアモード」
（86 ページ）をご覧ください。

ご注意

• 安全のため走行中は以下の操作ができません。
– メニュー
– ツールバー →「ナビ」→
–「マーク登録」の「名称」、「よみ」、「グループ」、
マークアイコン、「サウンド設定」

–「マーク編集」
–「ナビモード切替」

• 操作は安全な場所に停車して行ってください。
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（ビデオ）
／

（音楽）

ナビゲーションと同時に使用可能なアプリケー
ションの起動／終了を切り替えます。

「表示切替」
地図画面の表示や起動中のアプリケーション（ビ
デオまたは音楽）画面を切り替えます。

前回ビデオを使用していた場合

• アウトドア地図 *
•
•

アウトドア地図（国土地理院の 2 万 5 千分の 1 地形図）
が表示されます。
ビデオを再生します。

て終了します。

ビデオの再生を終了します。

前回音楽を使用していた場合

•
•

* アウトドア地図ダウンロードは、2014年6月30日をもっ

音楽を再生します。
音楽の再生を終了します。

ちょっと一言
アウトドア地図画面について詳しくは、「アウトドア
地図」
（90 ページ）をご覧ください。

• 情報＋地図
平均速度や移動距離などの計測情報と地図画面が表
示されます。（画面は自動車モードの画面です。）

されます。
 計測中の移動距離が表示されます。
 経過時間が表示されます。
 ナビモード（自動車モード、自転車モード、徒
歩モード、アウトドアモード）を切り替えます。
 情報の表示に切り替えます。
 計測をスタート／ストップします。
次ページへつづく
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ナビゲーションのいろいろな操作

 GPS の測位から算出された移動速度が表示

ちょっと一言
情報画面をタッチすると、「速度」、「移動距離」、「経
過時間」が「平均速度」、「最高速度」、「消費カロリー」
に切り替わります。もう一度タッチすると、「速度」、
「移動距離」、「経過時間」に切り替わります。

• 情報
平均速度、移動距離、消費カロリー、ラップなどの
計測情報が表示されます。ラップについて詳しくは、
93 ページをご覧ください。
（画面は自動車モードの１ページ目です。）

ちょっと一言
積算距離（ナビモードごとの総移動距離）は、メニュー
ボタン→［設定］タブ→「設定」→「システム設定」→「積
算距離初期化」
（108 ページ）で初期化できます。

ご注意
情報画面やラップの移動距離は、以下のような場合、
誤差が生じることがあります。
– GPS を受信しづらい場所を移動した場合 *
– 徒歩など低速で移動した場合
* GPS 測位、GPS の受信について詳しくは、お使い
の nav-u に付属の「取扱説明書」の「現在地表示に
ついて」をご覧ください。

消費カロリーについて

• 消費カロリーを正しく算出するには、はじめ

 GPS の測位から算出された移動速度が表示

されます。
 計測中の移動距離が表示されます。
 経過時間が表示されます。
 ルートガイド時に、次のガイド地点での曲

がる方向と、その地点までの距離が表示さ
れます。
 計測中の平均速度が表示されます。
 計測中の最高速度が表示されます。
 計測中の消費カロリーが表示されます。
 ナビモード（自動車モード、自転車モード、徒
歩モード、アウトドアモード）を切り替えます。
 情報＋地図の表示に切り替えます。
 ラップ計測の設定（93、114 ページ）を変え
ることができます。
 平均速度、移動距離、経過時間、最高速度、
消費カロリーをリセットします。
 計測をスタート／ストップします。
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•

に体重を設定する必要があります。メニュー
ボタン→［設定］タブ→「設定」→「システム設
定」→「カロリー計算設定」
（108 ページ）で体
重を設定してください。
消費カロリーは、次の式で算出されます。
消費カロリー（kcal）＝ 1.05 × 身体活動の強
さ（METs 値）×
経過時間（時間）×
体重（kg）

ちょっと一言
身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表
（メッツ）値といいます。座って安静に
す単位を METs
している状態が 1 METs、普通歩行が 3 METs に相当
します。
本機のナビモードの METs 値は次の通りです。
– 自動車モード：1 METs
– 自転車モード：1 METs 〜 16 METs（速度による）
– 徒歩モード：1 METs 〜 18 METs（速度による）

• 再生画面
起動中のアプリケーション画面が表示されます。
ビデオまたは音楽が起動している場合に表示されま
す。（画面は音楽再生画面です。）

ちょっと一言
音楽再生画面について詳しくは、「音楽再生画面」
（134 ページ）をご覧ください。また、ビデオ再生画
面について詳しくは、
「ビデオ再生画面」
（138 ページ）
をご覧ください。

ご注意
走行中は安全のためビデオは音声のみ出力されます。
映像は表示されません。

• 地図
地図画面が表示されます。

地図画面について詳しくは、「地図の見かたと操作」
（28 ページ）をご覧ください。

コンパス画面が表示されます。

 現在時刻が表示されます。
 現在のナビモードが表示されます。
 方位が表示されます。
 GPS の測位状態が表示されます。測位され

ていない場合はグレー表示されます。
 内蔵電池の状態が表示されます。
 GPS の測位から算出された移動速度が表示
されます。
 GPS の測位から算出された高度が表示され
ます。
 目的地までの距離と目的地の到着予想時刻
が表示されます。ルートガイド中のみ表示
されます。
 次の経由地または目的地の方向が表示され
ます。ルートガイド中のみ表示されます。
 次のガイド地点での曲がる方向と、その地
点までの距離が表示されます。ルートガイ
ド中のみ表示されます。

次ページへつづく

ナビゲーションのいろいろな操作

ちょっと一言

• コンパス
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ご注意

• 本機は、徒歩モード、自転車モード、アウトドアモー

•

ドでは電子コンパスを使って方位を表示し、自動
車モードでは電子コンパスを使わず GPS の情報を
もとに方位を表示します。このため、以下にご注
意ください。
– 自動車モードでは電子コンパスを使わないため、
停車中は正しい方位が表示されない場合がありま
す。動き出すと方位が安定しますので、正しく方
位を表示します。GPS の受信状況が悪い場所では、
方位が実際と異なって表示される場合があります。
– 徒歩モード、自転車モード、アウトドアモードで
も車内や高架下や鉄橋の上などのような磁気の影
響を受ける場所では正しい方位が表示されない場
合があります。
GPS の受信状況が悪い場所では、移動速度や高度
は実際と異なって表示される場合があります。

「ナビ」
ナビメニューが表示されます。

十字カーソルを表示しているとき

• 経由地追加（自動車モード、自転車モード、ア
ウトドアモードのみ）

立ち寄りたい場所を経由地に設定して、ルートを再
探索します。ルートガイド中のみ表示されます。

• 経由地スキップ（自動車モード、自転車モード、
アウトドアモードのみ）

次の経由地を飛ばしてルートガイドをします。経由
地を設定している場合のみ表示されます。

• 画面ロック（自転車モード、徒歩モード、アウ
トドアモードのみ）

nav-u 本体が誤作動しないように、タッチパネル
の操作を無効にします。画面ロックを解除するには、
タッチパネルの左側にある現在地ボタンを長押しし
てください。
ちょっと一言
自転車モード、アウトドアモードでは、ルートガイ
ド中は画面ロックが表示されません。

• ナビモード切替
「自動車モード」、
「自転車モード」、
「徒歩モード」、
「ア
ウトドアモード」をタッチして、ナビモードを切り替
えます。

• ここへ行く
十字カーソルの中央に表示されている地点を目的地
にしたルートを探索します。

• ガイド再開／ガイド終了
ルートガイドを再開／終了します。ルートを設定し
ている場合のみ表示されます。
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• マーク登録／マーク編集
表示されている地点をマークとして登録することが
できます。
登録済みのマークを地図の中心に合わせて「ナビ」を
タッチすると、「マーク登録」は「マーク編集」に切り
替わり、マークの編集ができます。

ちょっと一言
マークは最大 2,000 件まで登録できます。

• 迂回（自転車モードのみ）
走行中、通行禁止の箇所などがあった場合、その場
所を迂回するルートを探索します。迂回したい距離
を設定し「迂回ルート探索」をタッチすると迂回ルー
トを探索します。迂回ルートを取り消したい場合は
「迂回取消」をタッチしてください。ルートガイド中
のみ表示されます。

現在地を表示しているとき

• 画面ロック（自転車モード、徒歩モード、アウ
トドアモードのみ）

nav-u 本体が誤作動しないように、タッチパネル
の操作を無効にします。画面ロックを解除するには、
タッチパネルの左側にある現在地ボタンを長押しし
てください。

• 経由地スキップ（自動車モード、自転車モード、
アウトドアモードのみ）

• ナビモード切替

「自動車モード」、
「自転車モード」、
「徒歩モード」、
「ア
ウトドアモード」をタッチして、ナビモードを切り替
えます。

• 一般高速切替（自動車モードのみ）
一般道と高速道路が並走しているときなどに、実際
に走行している道路とは異なる道路上に現在地が表
示される場合があります。このような場合に、現在
地を正しい道路上に表示するよう切り替えることが
できます。

ルートガイドを再開／終了します。ルートを設定し
ている場合のみ表示されます。

• マーク登録／マーク編集
表示されている地点をマークとして登録することが
できます。
登録済みのマークを地図の中心に合わせて「ナビ」を
タッチすると、「マーク登録」は「マーク編集」に切り
替わり、マークの編集ができます。

ちょっと一言
マークは最大 2,000 件まで登録できます。

• 迂回（自転車モードのみ）
走行中、通行禁止の箇所などがあった場合、その場
所を迂回するルートを探索します。迂回したい距離
を設定し「迂回ルート探索」をタッチすると迂回ルー
トを探索します。迂回ルートを取り消したい場合は
「迂回取消」をタッチしてください。ルートガイド中
のみ表示されます。

「全ルート」
現在のルートを確認できます。ルートガイド中
のみ表示されます。
ルート確認画面では下記の操作ができます。
：現在のルートの探索条件を変更で
• 「探索条件」

きます。（自動車モード、自転車モード、徒歩
モードのみ）
（108、109 ページ）
：現在のルートを保存します。
（自
• 「ルート保存」
動車モード、自転車モードのみ）
（57 ページ）
：目的地の周辺を表示します。
• 「目的地表示」
：道路情報などを表示します。
• 「ルート詳細」

ナビゲーションのいろいろな操作

次の経由地を飛ばしてルートガイドをします。経由
地を設定している場合のみ表示されます。

• ガイド再開／ガイド終了

：全ルートの標高グラフを表示し
• 「標高グラフ」
ます。（自転車モードのみ）
（91 ページ）

• 案内一時停止／案内再開（自動車モード、自転
車モードのみ）

交差点拡大図の表示や音声案内を一時的に中断／再
開します。
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（音量）

/ で音量を調整できます。
調整後、音量調整表示は自動的に消えますが、
をタッチして消すこともできます。
ビデオまたは音楽を起動している場合は、これ
らの音量も調整できます。

自転車モード
（NV-U37/U35 のみ）
こんなことができます
平均速度や移動距離などの情報を表示したり、
自動車用の道路情報とサイクリングロードの情
報をもとに自転車用のルートを設定できます。
ルート探索をすると、標高グラフ（91 ページ）を
表示できます。
本機を自転車に取り付ける場合は、必ず専用の
自転車用クレードル NVA-BU2
（別売）をお使いく
ださい。
ご注意

• 建物の中や地下の駐車場などでは、GPS 衛星を受信
できないため、現在地は表示されません。

• 車でナビゲーションを使用する場合は、ナビモードを
自動車モードに切り替えてください。

• 自転車モードでは、「省電力モード（画面オフ）」が

「スーパースタミナ」
になっています。そのため一定時
間操作をしないと画面が消え、ルートガイド時に案内
ポイントに近づくと、
音や音声のみで案内します。
「省
電力モード
（画面オフ）
」
の設定は、メニューボタン→
［設定］タブ→「設定」→「システム設定」→「省電力モー
ド（画面オフ）」→「自転車」
（105 ページ）で変更できま
す。
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自転車モードを開始する
お使いになる前に満充電にしてください。

1 ツールバーの「ナビ」をタッチする。
2 「ナビモード切替」をタッチする。
3 「自転車」をタッチする。

自転車モードに切り替わり、現在地のアイ
コンが
に変更されます。

• 安全のため運転中はヘッドホンを使用しないでくだ
さい。

• 落下防止のため、必ずハンドストラップを自転車の
ハンドルバーに取り付けてください。

• GPS を受信しにくい場合は、以下のことを行ってく
ださい。

– nav-u 本体上面を手で覆ったり金属に近づけない
でください。

– 周りに高い建物や木などがない場所に移動し、GPS
を受信するまでその場でお待ちください。

画面表示を切り替えるには
画面表示を情報表示やコンパス画面に切り替え
ることができます。詳しくは、
「「表示切替」」
（75
ページ）をご覧ください。

タッチパネルの操作を無効にするには
（画面ロック）

GPS の受信状況により、現在地のアイコン

が変更されます。

：GPS を受信し、現在地を表示している
場合
：GPS を受信できておらず、現在地を正
しく表示していない場合

• ナビモードは、メニューボタン→［設定］タブ→「ナビ
•

モード切替」からも変更できます。
車でのルートガイド中に自転車モードを開始すると、
残りのルートを自転車モード用に切り替えることが
できます。

1 ツールバーの「ナビ」をタッチする。
2 「画面ロック」をタッチする。
タッチパネルの操作が無効になります。

ちょっと一言

ナビゲーションのいろいろな操作

ちょっと一言

本機をバッグなどに入れたときに誤作動しない
ように、タッチパネルの操作を無効にすること
ができます。

画面ロックを解除するには、タッチパネルの左側にあ
る現在地ボタンを長押ししてください。

ご注意

• 自転車モードでご使用になる場合には、必ず専用の自
転車用クレードル NVA-BU2（別売）をお使いください。
• 運転中は、本機を操作したり、画面を注視したりし
•

ないでください。操作は安全な場所に停車して行っ
てください。
自転車モード用のルートは、自転車では通行できな
い場合や、遠回りの場合があります。実際の道路状
況や交通規制標識、道路表示などに従って運転して
ください。
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ルートを探索する

1

メニューボタンをタッチする。

2

ナビゲーションメニューから目的地を
探す。

メニュー画面が表示されます。

該当する場所の地図が表示されます。
ちょっと一言
ルートの探索方法について詳しくは、「ナビゲー
ションのいろいろな操作」
（43 ページ）をご覧下さ
い。

3

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 3 で「ここへ行く」の代わりに下記を選

ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」
を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：一度ルート探索を行った
• 「経由地追加」
あと、改めて行き先を選ぶと表示されま
す。立ち寄りたい地点をルートに加える
ことができます。
：出発または到着日時を指定
• 「日時指定」
してルートを探索します。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。
：施設の住所や電話番号など
• 「詳細情報」
を確認できます。詳細情報がある場合に
表示されます。
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ちょっと一言
ルート探索結果画面では、現在地から目的地まで
のルートを確認することができます。
ルート探索結果画面の表示設定は、メニューボタ
ン→［設定］タブ→「設定」→「案内」→「案内前の
ルート確認」
（110 ページ）で変更できます。

ご注意
以下のような場合、ルート探索に時間がかかることが
あります。
• 入り組んだ細い道を含む場合
• 目的地が極端に遠い場合

自転車モードから他のモードに切り替える

1 ツールバーの「ナビ」をタッチする。
2 「ナビモード切替」をタッチする。
3 使いたいモードをタッチする。
ナビモードが切り替わります。

ちょっと一言

• nav-u 本体を電源が供給されているクレードルに取
り付けると、ナビモードを自転車モードから自動車
モードに切り替えるかどうかの確認画面が表示され
ます。
• ナビモードは、メニューボタン→［設定］タブ→
「ナビモード切替」からも変更できます。
• 地図画面左下の「ナビモード」をタッチしてモードを
切り替えることもできます。

ご注意
直射日光などが原因で本機内部の温度が上昇したり、
冬期の使用などで本機内部の温度が低下している場合、
内蔵電池の劣化を防ぐために充電されないことがあり
ます。自転車モードでご使用になるときは、地図画面
の左上のアイコンで、内蔵電池の残量を確認してくだ
さい。

徒歩モード
こんなことができます
車を降りた後、車の通れない場所でも現在地を
表示します。
徒歩モード専用の地図データがある地域では、
徒歩に適したルートを設定できます。
ルートから外れた場合は、自動で新しいルート
を再探索します。

徒歩モードを開始する
お使いになる前に満充電にしてください。

1 ツールバーの「ナビ」をタッチする。
2 「ナビモード切替」をタッチする。
3 「徒歩モード」をタッチする。

徒歩モードに切り替わり、現在地のアイコ
ンが
に変更されます。

ご注意

• 建物の中や地下の駐車場などでは、GPS 衛星を受信
できないため、現在地は表示されません。

• 車でナビゲーションを使用する場合は、ナビモードを
自動車モードに切り替えてください。

• 徒歩モード中は以下の操作ができません。
– ルート編集
– 保存ルート呼出
– ルートシミュレーション
– 経由地の追加
• 徒歩モードには、交差点拡大図などの運転サポート機

：GPS を受信し、現在地を表示している
場合
：GPS を受信できておらず、現在地を正
しく表示していない場合
ちょっと一言

ナビゲーションのいろいろな操作

能はありません。運転サポート機能について詳しくは、
をご
「ルートガイド中の運転サポート機能」
（40 ページ）
覧ください。

GPS の受信状況により、現在地のアイコン
が変更されます。

• ナビモードは、メニューボタン→［設定］タブ→「ナビ
モード切替」からも変更できます。

• 車でのルートガイド中に徒歩モードを開始すると、
残りのルートを徒歩モード用に切り替えることがで
きます。

次ページへつづく

83

ご注意

• 歩きながら本機を操作したり、画面を注視したりし
•
•
•

ないでください。操作は安全な場所で立ち止まって
行ってください。
安全のため歩行中はヘッドホンを使用しないでくだ
さい。
必ず付属のハンドストラップをお使いください。
GPS を受信しにくい場合は、以下のことを行ってく
ださい。
– nav-u 本体が地面に垂直になるように持ってくだ
さい。
– 内蔵 GPS アンテナに指や手がかからないように持っ
てください。
– 周りに高い建物や木などがない場所に移動し、GPS
を受信するまでその場でお待ちください。

手動で地図の向きを変えるには
手動で地図の向きを変える場合は、以下の手順
で変更してください。

1

地図をタッチする。

2

（左回り）または
チする。

タッチした位置が地図画面の中心になり、
十字カーソルが表示されます。

（右回り）をタッ

地図の向きが変更されます。

画面表示を切り替えるには
画面をアウトドア地図
（国土地理院の 2 万 5 千分の
1 地形図）や情報表示（平均速度や移動距離などの
計測情報を表示）
に切り替えたり、地図との 2 画
面表示もできます。詳しくは、
「
「表示切替」
」
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/
U76V/U75V/U75 は 70 ページ、NV-U37/U35 は
75 ページ）をご覧ください。
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タッチパネルの操作を無効にするには
（画面ロック）
本機をバッグなどに入れたときに誤作動しない
ように、タッチパネルの操作を無効にすること
ができます。

1 ツールバーの「ナビ」をタッチする。
2 「画面ロック」をタッチする。
タッチパネルの操作が無効になります。

ちょっと一言
画面ロックを解除するには、タッチパネルの左側にあ
る現在地ボタンを長押ししてください。

ルートを探索する

1

メニューボタンをタッチする。

2

ナビゲーションメニューから目的地を探す。

ご注意

• 以下のような場合、ルート探索に時間がかかること

メニュー画面が表示されます。

•

該当する場所の地図が表示されます。
ちょっと一言
目的地の探しかたについて詳しくは、「ナビゲー
ションのいろいろな操作」
（43 ページ）をご覧下さい。

3

目的地が表示されていることを確認し、
「ここへ行く」をタッチする。
ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。
手順 3 で「ここへ行く」の代わりに下記を選
ぶこともできます。
：探索条件を指定してルート
• 「探索条件」

ちょっと一言

• ルート探索結果画面では、現在地から目的地ま

でのルートを確認したり、探索条件を変更する
ことができます。ルート探索結果画面の表示設
定は、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→
「案内」→「案内前のルート確認」
（110 ページ）で
変更できます。
• 徒歩モード専用の地図がある地域では、徒歩
ルートを探索するときに、
「屋根を優先」
「楽な道
を優先」などの条件を選べます。詳しくは、「徒
歩ルート探索条件」
（109 ページ）をご覧ください。

–

：横断歩道

–
–
–
–
–

：エレベーター
：エスカレーター
：踏み切り
：スロープ
：階段

地図の表示方法を切り替えるには
ルートガイド中に以下の項目を選ぶと、地図の
表示方法を切り替えることができます。
：現在地と目的地を常に表示（ルートの一部
•
が画面の外に出る場合があります）
：現在地を中心にした表示
•

ナビゲーションのいろいろな操作

を探索します。
：表示されている地点を
• 「マーク登録」
マークとして登録することができます。
その地点にすでにマークが登録済みの場
合は表示されません。
：表示されている地点を中心
• 「最寄検索」
に、さらに最寄検索します。
：施設の住所や電話番号など
• 「詳細情報」
を確認できます。詳細情報がある場合に
表示されます。

•

があります。
– 入り組んだ細い道を含む場合
– 目的地が極端に遠い場合
徒歩モード用のルートは、徒歩では通行できない場
合や、遠回りの場合があります。また、目的地まで
の距離が 10 km 以上の場合は、車用のルート（距離優
先）が探索されます。実際の道路状況や交通規制標識、
道路表示などに従って充分注意して歩行してくださ
い。
徒歩モードのルートガイド中は、ルート上に以下の
アイコンが表示されます。エレベーター、エスカレー
ター、階段などは、上り下りを表す矢印がアイコン
上に表示されます。

GPS ログを保存するには

nav-u 本体の メモリースティックデュオ ス
ロットに メモリースティックデュオ（別売）を
挿入すると、GPS ログ（走行地点の位置情報や時
刻など）を保存することができます。詳しくは、
「GPS ログを保存する」
（93 ページ）をご覧くださ
い。

85

徒歩モードから他のモードに切り替える

1 ツールバーの「ナビ」をタッチする。
2 「ナビモード切替」をタッチする。
3 使いたいモードをタッチする。
ナビモードが切り替わります。

ちょっと一言

• ナビモードは、メニューボタン→［設定］タブ→
「ナビモード切替」からも変更できます。

• 地図画面左下の「ナビモード」をタッチしてモードを
切り替えることもできます。

ご注意

• 徒歩モードではマップマッチングを使用しないため、

•

•

車で使うときに比べて現在地のずれが大きくなった
り、地図の向きが変わることがあります。
マップマッチングについて詳しくは、お使いの
nav-u に付属の取扱説明書の「マップマッチングと
は」をご覧ください。
直射日光などが原因で本機内部の温度が上昇したり、
冬期の使用などで本機内部の温度が低下している場
合、内蔵電池の劣化を防ぐために充電されないこと
があります。徒歩モードでご使用になるときは、地
図画面の左上のアイコンで、内蔵電池の残量を確認
してください。
ナビモードを切り替えると、ルートガイドは終了し
ます。経由地や目的地は、メニューボタン→「行き先」
→「履歴」から再度呼び出すことができます。履歴は
36 件まで保存されます。

アウトドアモード
こんなことができます

• アウトドアモードは、徒歩で使います。
• アウトドアモードで経由地を設定すると、次

の経由地までの直線距離と方角を表示します。
山や高原など道路のない場所で便利です。最
後に設定した経由地が目的地になります。
• パソコンで作ったルートや経由地（KML 形式／
GPX 形式）、 nav‐u で保存した GPS ログ *
（KML 形式）をインポートすると、地図上に表
示できます。

* GPS ログとは走行した地点の位置情報のことです。
ちょっと一言

• アウトドアモードは、「省電力モード（画面オフ）」が
「スーパースタミナ（画面オフ）」
（NV-U97VT/U97V/
U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75）または
「スーパースタミナ」
（NV-U37/U35）になっています。
そのため、一定時間操作をしないと画面が消えます。
「省電力モード（画面オフ）」の設定は、メニューボタ
ン→［設定］
タブ→「設定」→「システム設定」→「省電力
モード（画面オフ）」→「徒歩」
（105 ページ）で変更でき
ます。アウトドアモードの省電力モードの設定は、
徒歩モードと同じです。
• アウトドアモードは、アウトドア地図 * で使うことも
できます。画面下部のツールバーの「表示切替」→
「アウトドア地図」をタッチします。

* アウトドア地図ダウンロードは、2014年6月30日をもっ
て終了します。

ご注意

• アウトドアモードでは、ルートガイドはしません。
• アウトドアモードでは、マップマッチングを使用し

ないため、車で使うときに比べて現在地のずれが大
きくなったり、地図の向きが変わることがあります。
マップマッチングについて詳しくは、お使いの
nav-u に付属の取扱説明書の「マップマッチングと
は」をご覧ください。
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nav‐u 本体で経由地や目的地を設定する

アウトドアモードを開始する
お使いになる前に満充電にしてください。

1 ツールバーの「ナビ」をタッチする。
2 「ナビモード切替」をタッチする。
3 「アウトドアモード」をタッチする。

アウトドアモードに切り替わり、GPS の受
信状況によって現在地のアイコンが変更さ
れます。
： GPS を受信し、現在地を表示してい
る場合
： GPS を受信できておらず、現在地を
正しく表示していない場合

ちょっと一言
ナビモードの変更は、メニューボタン→［設定］タブ→
「ナビモード切替」からも行えます。

ご注意
ナビモードを切り替えると、ルートガイドは終了しま
す。経由地や目的地は、メニューボタン→「行き先」→
「履歴」から再度呼び出すことができます。履歴は 36 件
まで保存されます。

画面表示を情報表示やコンパス画面に切り替え
ることができます。詳しくは、
「
「表示切替」
」
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/
U76V/U75V/U75 は 70 ページ、NV-U37/U35 は
75 ページ）をご覧ください。

タッチパネルの操作を無効にするには
（画面ロック）
本機をバッグなどに入れたときに誤作動しない
ように、タッチパネルの操作を無効にすること
ができます。

1

メニュー→「行き先」→「ルートの編集」
→「新規ルート作成」をタッチする。
地図画面が表示されます。

2

地図画面をスクロールし、経由地や目
的地を登録したい地点を十字カーソル
の中心に合わせる。

3 「決定」をタッチする。

経由地や目的地が追加されます。
手順 2、3 を繰り返すことにより、複数の
経由地を作成できます。最後に設定した経
由地が目的地になります。
アウトドアモードの経由地は下記のように
表示されます。
（水色）
：最初に登録した経由地
（黄色）
：その他の経由地（目的地以外）
（赤色）
：目的地（最後に追加した経由地）

登録できる経由地は 2,000 件までです（目的
地を含む）。
ちょっと一言

最初に登録した経由地（水色）を通過すると、次の
経由地が水色になります。

4 「探索開始」をタッチする。

登録したすべての経由地が地図上に表示されます。

5 「ガイド開始」をタッチする。

案内を開始します。
アウトドアモードでは、目的地までの直線
距離と方角を案内します。
画面の左上に目的地までの直
線距離と方角を表示します。
タッチすると、目的地が次の
経由地に切り替わります。
方角は下記のように表示されます。
N：北、S：南、W：西、E：東
NW：北西、NE：北東、SW：南西、SE：南東
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ナビゲーションのいろいろな操作

画面表示を切り替えるには

アウトドアモードの経由地や目的地を設定しま
す。最後に設定した経由地が目的地になります。

経由地や目的地を編集する
作成した経由地や目的地を追加したり並べ替え
たりすることができます。ここでは追加の手順
を説明します。

1

メニュー→「行き先」→「ルートの編集」
→「現在ルート編集」をタッチする。
ルート編集画面が表示されます。

2

出発地点（ ）の右下に表示されている
「追加」をタッチする。
地図画面が表示されます。

3

地図画面をスクロールし、経由地や目
的地に登録したい地点を十字カーソル
の中心に合わせる。

4 「決定」をタッチする。

経由地や目的地が追加され、ルート編集画
面に戻ります。
続けて経由地や目的地を追加することがで
きます。
登録できる経由地は 2,000 件までです（目的
地を含む）。

5 「探索開始」をタッチする。

設定したすべての経由地や目的地が地図上
に表示されます。

6 「ガイド開始」をタッチする。

nav‐u にルートや経由地をインポー
トして出発する
パソコンで作った GPX 形式、KML 形式のファイ
ル（ルートや経由地）を nav‐u に取り込み（イ
ンポート）して地図に表示し、案内することがで
きます。インポートの手順の説明では、ルート
や経由地をまとめてルートと呼びます。

準
備

パソコンで作った GPX 形式、KML 形
式のファイル（ルート）を メモリース
ティックデュオ（別売）に保存する。
ルートを メモリースティックデュオ
に保存するには

Windows のエクスプローラーでルートを
ドラッグ＆ドロップします。
1 nav‐u 本体の メモリースティック
デュオ スロットに メモリースティック
デュオ を挿入する。
2 付属の USB ケーブルで nav‐u 本体をパ
ソコンに接続する。
パソコンに nav-u 本体（「Sony nav-u」）
と メモリースティックデュオ（「リムー
バブルディスク」）が認識されます。
3 パソコンの「コンピューター」を開く。
4 「リムーバブルディスク」を開く。
5 「MSSONY」という名前のフォルダーを
作成する。
6 「MSSONY」の中に「ROUTE」という名前
のフォルダーを作成する。
7 「ROUTE」の中にルートをコピーする。

案内を開始します。

ご注意
「ROUTE」は半角で入力してください。
• 「MSSONY」、
• 「MSSONY」、「ROUTE」以外の名前では、本機は
ルートとして認識しません。
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8 nav‐u 本体をパソコンからはずす。

はずし方について詳しくは、お使いの
nav-u に付属の取扱説明書の「パソコ
ンやブルーレイディスクレコーダーと接
続して使う」
「パソコンと接続する」
「本
機の電源を切るには」をご覧ください。

インポートしたルートを消去するには
メニューボタン→［設定］タブ→「ルートの編集」
→「現在ルート消去」で消去します。

アウトドアモードから他のモードに切
り替える

1

ルートの入った メモリースティック
デュオ を nav‐u 本体の メモリース
ティックデュオ スロットに挿入する。

2

nav‐u の電源を入れ、メニュー→[設
定 ] タブ→「ルートの編集」→「インポー
ト」をタッチする。

3

インポートしたいルート（GPX 形式、
KML 形式のファイル）をタッチする。

ちょっと一言

4

確認画面が表示されるので、「はい」を
タッチする。

• 地図画面左下の「ナビモード」をタッチしてモードを

5 「ルートのインポートを完了しまし

た。」と表示されるので、「OK」をタッ
チする。

1 ツールバーの「ナビ」をタッチする。
2 「ナビモード切替」をタッチする。
3 使いたいモードをタッチする。

アウトドアモードの経由地や目的地が消去
され、ナビモードが切り替わります。

• アウトドアモードは、メニューボタン→［設定］タブ
→「ナビモード切替」からも変更できます。
切り替えることもできます。

ご注意

• 直射日光などが原因で本機内部の温度が上昇したり、

6 「ガイド開始」をタッチする。

•

ちょっと一言

• インポートできるルートは 1 件です。新しいルートを
インポートすると上書きされます。

• パソコンで作成したルート以外に、 nav‐u で保存し
た GPS ログ（KML 方式）もインポートできます。他の
nav‐u で保存した GPS ログ（KML 方式）をインポー
トすると、仲間とルートを共有できます。

• KML 形式の GPS ログを保存できる nav‐u は下記の
とおりです。

NV-U3C：Ver.200 以上
NV-U3DV/U3V/U3/U2：Ver.6.00 以上
NV-U75V/U75：Ver.2.00 以上
NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/76V/U37/
U35

•

ナビゲーションのいろいろな操作

案内を開始します。
アウトドアモードでは、目的地、経由地ま
での直線距離と方角を案内します。

冬期の使用などで本機内部の温度が低下している場
合、内蔵電池の劣化を防ぐために充電されないこと
があります。アウトドアモードでご使用になるとき
は、地図画面の左上のアイコンで、内蔵電池の残量
を確認してください。
GPS を受信しにくい場合は、以下のことを行ってく
ださい。
– nav‐u 本体が地面に垂直になるように持ってく
ださい。
– 内蔵 GPS アンテナに指や手がかからないように持っ
てください。
– 周りに高い建物や木などがない場所に移動し、GPS
を受信するまでその場でお待ちください。
ナビモードを切り替えると、ルートガイドは終了し
ます。経由地や目的地は、メニューボタン→「行き先」
→「履歴」から再度呼び出すことができます。履歴は
36 件まで保存されます。
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アウトドア地図
※アウトドア地図ダウンロードは、2014 年 6 月
30 日をもって終了します。

こんなことができます

• アウトドア地図（国土地理院の 2 万 5 千分の 1 の

•
•
•

地形図）を表示します。アウトドア地図はホー
ムページからダウンロードして、 メモリース
ティックデュオ （別売）に保存して使います。
自分がいる位置と方角をアウトドア地図用の
マークで地図上に表示します。
等高線が表示されるため、地形を把握しやす
くなります。
自動車モード、自転車モード（NV-U37/U35 の
み）、徒歩モード、アウトドアモードでお使い
いただけます。

ちょっと一言

• アウトドア地図はサンプルとして数か所が格納され
•

ています。
アウトドア地図を表示した状態で地図の縮尺を広域
にすると、サンプルやダウンロードした地図の場所
が確認できます。

アウトドア地図を使う
アウトドア地図は、事前に地図データを メモ
リースティックデュオ に転送して nav‐u 本体
の メモリースティックデュオ スロットに挿入
して使います。
地図データをホームページからダウンロードし
て、 メモリースティックデュオ にドラッグ＆
ドロップで保存してください。
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アウトドア地図をダウンロードする
アウトドア地図のダウンロード方法について詳
しくは、 nav‐u 関連のサポートページをご覧
ください。

http://www.sony.jp/support/nav-u/
アウトドア地図を表示する

1 ツールバーの「表示切替」をタッチする。
2 「アウトドア地図」をタッチする。

ちょっと一言
地図の表示は 2D マップで常に北が上で固定です。

アウトドア地図を終了する

1 ツールバーの「表示切替」をタッチする。
2 「地図」をタッチする。

標高グラフ

アウトドア地図の見かた
アウトドア地図の表示は 2D マップで常に北が上
で固定です。
地図の縮尺の詳細表示は 200m までです。
地図記号などについては国土地理院ホームペー
ジでご確認ください。

こんなことができます

• 標高グラフは、NV-U97VT/U97V/U77VT/
U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 では自動車モー
ドで、NV-U37/U35 では自転車モードで使います。
• ルート探索を行ったときに、ルートの標高を
•

表示します。出発前にルートの標高を確認す
ることができます。
ルートガイド中に画面下部に自車位置付近の
標高と勾配を表示します。

出発前にルートの標高を確認する
ルート探索を行ったときに、ルートの標高を表示しま
す。出発前にルートの標高を確認することができます。
 目的地の方向
目的地が設定されている場合は、目的地の方
向を表示します。
 現在地
GPS の受信状況により色が変わります。
赤色：

GPS を受信し、現在地を表示し

グレー：

示される「標高グラフ」をタッチすると、画面下部に
ルート全体の標高を表示します。

地図の中心位置
緑色のバーをタッチしたまま横方
向に移動させると、バーの地点が
地図の中心になります。標高グラ
フ内をタッチしても、タッチした
地点が地図の中心になります。

経由地
経由地を設定してい
る場合に、経由地の
黄色い旗とバーが表
示されます。

GPS を受信できておらず、現在
地を正しく表示していない場合

標高グラフ

： 標高グラフの距離方向の縮尺を変更します。

/
/

： 標高グラフを拡大したときの表示位置を
移動します。

：

標高グラフ全体を表示します。

（NV-U37/U35 は

）
： 前の画面に戻ります。
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ナビゲーションのいろいろな操作

ている場合
オレンジ： GPS を受信していないが、現在
地を推測して表示している場合
（高架下やトンネル内など）

ルート探索結果画面または「ルート確認」
（NV-UVT/
UV/UVT/UV/UVT/UV/UV/U、
ページ）、「全ルート」
（NV-U/U、 ページ）に表

ルートガイド中に標高を表示する
ルートガイド中に、画面下部に自車位置付近の
標高と勾配を表示します。
標高グラフ右上に、ルート上の自車位置前方の
勾配の程度（図  参照）、勾配（%）、その勾配の程
度が続く距離を表示します。
例：図 1 は、勾配の程度が平（1% 〜− 1% の勾配）

勾配について
勾配の程度は百分率で表示します。
例「2%」
：水平に 100m 進んだとき 2m の高低差を
持つ上りの勾配。

ちょっと一言

• NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/
U75V/U75 の初期設定は、標高グラフの表示が「OFF」

が現在地から 184m 続くことを表しています。
図1

•

自車位置

•
•

自車位置前方の勾配の
程度が続く範囲を色で
分けて表示します。
（図  参照）

• 自車位置前方の勾配の程度
（図  参照）
• 自車位置の勾配（%）
• 自車位置前方の勾配の程度
が続く距離（m）

図  勾配の程度
（赤）
上り

（オレンジ）

10% 〜

（黄）

1% 〜 6%
平

（緑）
（薄青）

（紫）
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1% 〜− 1%
− 1% 〜− 6%

下り

（濃青）

6% 〜 10%

− 6% 〜− 10%
− 10% 〜

になっています。表示させるには、メニューボタン
→［設定］タブ→「設定」→「システム設定」→「標高グラ
フ表示」
（106 ページ）を「ON」にします。
ガイドポイントが近づくと標高グラフが消え、ガイ
ド画面に切り替わります。
標高グラフをタッチすると、一時的に標高グラフが
消えます。
ルートシミュレーションでも、標高グラフと勾配を
表示します。ルートシミュレーションはルート探索
を行ったあと、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」
→「システム設定」→「ルートシミュレーション」
（106
ページ）で表示します。

ご注意
標高や勾配は、実際と異なる場合があります。

GPS ログを保存する

ラップを計測する

こんなことができます

こんなことができます

nav-u 本体の メモリースティックデュオ ス
ロットに挿入した メモリースティックデュオ
（別売）に GPS ログ（走行地点の位置情報や時刻な
ど）を保存することができます。
GPS ログは、NMEA 形式または KML 形式で保存
されます。保存する形式について詳しくは、
「GPS
ログ設定」
（107 ページ）をご覧ください。
保存した GPS ログは「PetaMap」* などのイン
ターネット上の地図サービスや KML ブラウザー
上に表示させることができます。

設定した距離または位置ごとの、平均速度、最高
速度、移動距離、経過時間、消費カロリーのラッ
プを表示します。また計測したラップを メモリー
スティックデュオ に保存できます。
（114 ページ）
走行中のラップ画面

* nav-u 向けの「PetaMap」を利用したサービスは、
2014 年 6 月 30 日をもって終了します。

GPS ログを保存する

終了するには
「GPS ログ機能」で「OFF」を選ぶと保存を終了で
きます。
ちょっと一言

• 保存中は メモリースティック アクセスランプが点
滅します。
（お使いの nav-u に付属の取扱説明書の
「各部の名前とはたらき」をご覧ください。）

• メモリースティックデュオ の取り扱いについて詳
しくは、お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「 メ

モリースティックデュオ について」をご覧ください。

• ラップの計測は、GPS 測位が完了してから開始し
てください *。GPS 測位が完了する前に開始すると、
正しく計測できない場合があります。

• 情報画面やラップの移動距離は、以下のような場

•
•
*

合、誤差が生じることがあります。
– GPS を受信しづらい場所を移動した場合 *
– 徒歩など低速で移動した場合
ラップ計測で位置を設定した場合、設定した地点
の 10 メートル以内に近づくと到着判定します。
ラップ情報の平均速度に停止時間は考慮されませ
ん。
GPS 測位、GPS の受信について詳しくは、お使い
の nav-u に付属の「取扱説明書」の「現在地表示に
ついて」をご覧ください。

ナビゲーションのいろいろな操作

以下の手順で設定してください。
メニューボタン→ [ 設定 ] タブ→「設定」→「システ
ム設定」→「GPS ログ設定」→「GPS ログ機能」で
「NMEA 形式」または「KML 形式」を選びます。
GPS を受信すると、GPS ログが保存されます。
設定により自動または手動が選べます。（107
ページ）

ご注意

自動でラップを計測する
距離で計測する
設定した距離ごとの、平均速度、最高速度、移
動距離、経過時間、消費カロリーのラップを表
示します。
次ページへつづく
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1

ツールバーの「表示切替」→「情報（大）
＋地図」
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UVT/UV/UV/U）ま
たは「情報」
（NV-U/U）をタッチ
する。

8 「スタート」をタッチする。

計測が開始されます。
計測中は設定した距離ごとに、計測情報が
画面に表示されます。
ちょっと一言

NV-UVT/UV/UVT/UV/
UVT/UV/UV/U

計測中のラップ設定は、メニュー → [ 設定 ] タブ
→「設定」→「ラップ計測」
（114 ページ）で変更で
きます。

ご注意
「スタート」をタッチすると、前回のラップ計測が
消去され、新たに計測をはじめます。

9 「ストップ」をタッチする。
計測を停止します。

NV-U/U

位置で計測する
設定した位置ごとの、平均速度、最高速度、移
動距離、経過時間、消費カロリーのラップを表
示します。

2 「ラップ設定」をタッチする。
3 「オートラップ」をタッチする。
4 「距離」をタッチする。
ちょっと一言
「距離と位置」をタッチすると、距離と位置の両方
のラップを表示します。(95 ページ )

5 「ラップ距離」をタッチする。
6 何キロごとに計測したいか、距離を入

1

2 「ラップ設定」をタッチする。
3 「ラップ地点編集」をタッチする。
4 「新規コース作成」をタッチする。
ちょっと一言
「現在コース編集」、「コース消去」を選ぶこともで
きます。詳しくは、「ラップ計測」
（114 ページ）を
ご覧ください。

力し、「設定」をタッチする。

7
94

現在地ボタンをタッチする。
手順 1 の画面に戻ります。

ツールバーの「表示切替」→「情報（大）
＋地図」
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UVT/UV/UV/U）ま
たは「情報」
（NV-U/U）をタッチ
する。

5

表示されている地点をタッチする。

6 「地点変更」をタッチする。

画面に従い地点を設定します。

17 「スタート」をタッチする。

計測が開始されます。
設定した地点に到着するとラップが表示さ
れます。

7 「追加」をタッチする。

画面に従い地点を設定します。
手順 7 を繰り返すことにより、複数の通過
地点を設定できます。

ちょっと一言
計測中のラップ設定は、メニュー → [ 設定 ] タブ
→「設定」→「ラップ計測」
（114 ページ）で変更で
きます。

8 「コース確認」をタッチする。
地図上の設定した地点に
す。

が表示されま

9 「コース保存」をタッチする。
保存先を設定します。

10 「完了」をタッチする。
11 「保存ラップコース呼出」をタッチする。
12 手順9で保存したコースを選ぶ。
13 「決定」をタッチする。
14 「オートラップ」をタッチする。
「保存ラップコース呼出」、「サウンド設定」を選ぶ
こともできます。詳しくは、「ラップ計測」
（114
ページ）をご覧ください。

18 「ストップ」をタッチする。
計測を停止します。

ちょっと一言

• 手順 6、7 の地点は次の方法から選べます。

「最寄」、「住所」、「名称」、「ジャンル」、「電話番号」、
「マーク」、
「履歴」、
「お気に入り」、
「自宅」、
「地図から」、
「ガイドブック」、「郵便番号」、「緯度経度」
• 手順 6、7 で、地点の位置や名称を変更することがで
きます。

「距離と位置」を選んだ場合
距離と位置は別々に計測されます。

ナビゲーションのいろいろな操作

ちょっと一言

ご注意
「スタート」をタッチすると、前回のラップ計測が
消去され、新たに計測をはじめます。

例：距離 10km、地点 1 〜 （目的地）を設定した場合
スタート

10km

0km ストップ

15 「位置」をタッチする。
ちょっと一言
「距離と位置」をタッチすると、距離と位置の両方
のラップを表示します。(95 ページ )

16

距離
位置

現在地ボタンをタッチする。
手順 1 の画面に戻ります。

95

手動でラップを計測する
計測したい地点で「ラップ」をタッチすると、そ
の地点で計測することができます。

1

ツールバーの「表示切替」→「情報（大）
＋地図」
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UVT/UV/UV/U）ま
たは「情報」
（NV-U/U）をタッチ
する。

2 「スタート」をタッチする。

計測したラップを表示する
ツールバーの「表示切替」→「情報（大）＋地図」
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/
（NV-U37/
U76V/U75V/U75）または「情報」
U35）をタッチして、情報画面を表示します。
情報画面は 3 ページあります。画面をタッチする
と次のページに切り替わります。タッチする範囲
は下記でご確認ください。

1 ページめ

計測が開始されます。
ちょっと一言

計測中のラップ設定は、メニュー → [ 設定 ] タブ
→「設定」→「ラップ計測」
（114 ページ）で変更で
きます。

ご注意
「スタート」をタッチすると、前回のラップ計測が
消去され、新たに計測をはじめます。

3

ページを切り替えるためにタッチする範囲（各画面共通）

 ページめ
計測中の速度、移動距離、経過時間

計測したい地点で「ラップ」をタッチす
る。
ラップが表示されます。
地図上に

が表示されます。

ラップ区間の平均速度、移動距離、経過時間

 ページめ
計測したラップの情報

4 「ストップ」をタッチする。
計測を停止します。
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タッチすると表示するラップ区間を切り替えることが
できます。

設定・編集をする
各種の編集・設定をする（編集・設定メニュー）................................... 

Bluetooth 通信の準備をする
（NV-UVT/UV/UVT/UV/UV/U のみ）.................11
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各種の編集・設定をする（編集・設定メニュー）
編集・設定メニューを表示するには

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［設定］タブをタッチする。

選べない項目はグレー表示されます。

「ルートの編集」
（自動車モード、自転車モード（NV-U37/U35 のみ））
新規にルートを作成したり、保存されたルートを呼び出したりすることができます。
項目
「現在ルート編集」

設定
（地点を選択）

「地点並べ替え」 地点の順番を並べ替えます。
「前へ移動」
：選んだ地点を 1 つ前に移動します。
「後へ移動」
：選んだ地点を 1 つ後に移動します。
順番を並べ替えた後に「設定完了」をタッチします。
「地点変更」

「地点削除」
「追加」

選んだ地点を別の場所に変更します。
場所の検索は次の検索方法から選べます。
「最寄」、「住所」、「名称」、「ジャンル」、「電話番号」、
「マーク」、「履歴」、「お気に入り」、「自宅」、「地図から」、
「ガイドブック」、「郵便番号」、「緯度経度」
選んだ地点をルートから削除します。

現在地と目的地の間の「追加」をタッチすると、経由地が追加できます（最大

10 か所）。目的地の下の「追加」をタッチすると、目的地を新たに設定できま

す（現在の目的地は経由地になります）。
経由地／目的地は次の検索方法から選べます。
「最寄」、「住所」、「名称」、「ジャンル」、「電話番号」、「マーク」、「履歴」、
「お気に入り」、「自宅」、「地図から」、「ガイドブック」、「郵便番号」、
「緯度経度」
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「現在ルート編集」
（つづき）

「区間ごとの条件変更」 各地点間のルート探索条件を下記に変更できます。

• 自動車モード
「推奨ルート 1」
：シンプルでわかりやすいルートを探索します。
「推奨ルート 2」
：距離や時間を重視したルートを探索します。

「一般道優先」
：一般道を優先したルートを探索します。
「有料道優先」
：有料道を優先したルートを探索します。
「一般道距離優先」
：一般道で距離を優先したルートを探索します。
「距離優先」
：距離を優先したルートを探索します。

• 自転車モード（NV-U37/U35 のみ）

「おすすめ」
：走行頻度を考慮し、距離を優先したルートを探索します。
「サイクリングロード」
：サイクリングロードを優先したルートを探索します。
「楽ラク」
：上り坂を避ける道路を優先してルートを探索します。
「トレーニング」
：上り坂を優先してルートを探索します。
「大通り」
：幹線道路や道幅の広い道路を優先したルートを探索します。
「裏通り」
：幹線道路を避ける道路を優先してルートを探索します。
「いつもと違う道」
：走行頻度が低い道路を優先したルートを探索します。
「距離」
：距離を優先したルートを探索します。

「オプション」

「地点自動並べ替 出発地から直線距離で一番近い地点を次の経由地にし、
え」
その経由地から直線距離で一番近い地点を次の経由地に
するように、経由地や目的地を並べ替えます。
「日時指定」

出発または到着日時を指定します。

「日時指定クリア」 指定した日時をクリアします。
「探索開始」

ルート探索を始めます。ルート探索が終わると、総距離、予想所要時間、
有料道路料金などが表示されます。「ガイド開始」をタッチすると、ルート
ガイドが始まります。「ルート保存」をタッチすると、ルートを保存するこ
とができます（最大 8 件）。

ルート編集画面になります。現在地をタッチすると、出発地を変更できます。現在地の右下の「追加」
をタッチすると、経由地や目的地を設定できます。
出発地、経由地や目的地は次の方法から選べます。
「最寄」、「住所」、「名称」、「ジャンル」、「電話番号」、「マーク」、「履歴」、「お気に入り」、「自宅」、
「地図から」、「ガイドブック」、「郵便番号」、「緯度経度」

「保存ルート呼出」

過去にルート探索して保存したルートを呼び出します。呼び出したいルートが表示されていないとき
は、▲または▼をタッチします。
呼び出したいルートをタッチすると、次の操作が選べます。

「現在ルート消去」

「ガイド開始」

ルートガイドを始めます。

「ルート名称変更」

ルート名称を変更します。

「ルート編集」

ルート編集画面になります。

「ルート消去」

ルートを消去します。

編集・設定をする

「新規ルート作成」

現在設定されているルートが消去されます。

次ページへつづく
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ちょっと一言

• 出発地点を変更するには、画面下部のツールバーの「ナビ」→「ガイド終了」をタッチしてルートガイドを終了させて
から、「ルート編集」画面の一番上に表示されている地点（

）→「地点変更」をタッチしてください。

• 画面左下の「ルートシミュレーション」をタッチすると、画面上で自車マークを走行させることで、設定したルート
を確認できます。詳しくは、「ルートシミュレーション」
（106 ページ）をご覧ください。
ご注意

• 有料道路料金は現在地や設定した場所（目的地／経由地）によって、正しく表示されない場合があります。
• 出発地を有料道路上に設定した場合は、有料道路料金は計算できません。
• 有料道路料金は、実際と異なることがあります。

「ルートの編集」
（アウトドアモードのみ）
新規にルートを作成したり、保存されたルートを呼び出したりすることができます。
項目
「インポート」

設定
パソコンで作ったルートや経由地のデータを読み込んでアウトドア地図 * に表示します。
インポートするにはあらかじめルートや経由地のデータを メモリースティックデュオ に保存し、
nav-u 本体の メモリースティックデュオ スロットに挿入する必要があります。対応している
フォーマットは GPX 形式、KML 形式です。詳しくは
「アウトドアモード」の「 nav-u にルートや経由
地をインポートして出発する」
（88 ページ）
をご覧ください。

* アウトドア地図ダウンロードは、2014 年 6 月 30 日をもって終了します。
「現在ルート編集」

（地点を選択）

「地点並べ替え」 地点の順番を並べ替えます。
「前へ移動」
：選んだ地点を 1 つ前に移動します。
「後へ移動」
：選んだ地点を 1 つ後に移動します。
順番を並べ替えた後に「設定完了」をタッチします。
「地点変更」

選んだ地点を別の場所に変更します。

「地点削除」

選んだ地点を削除します。

「地点名称変更」 選んだ地点の名称を変更します。
「追加」

現在地と目的地の間の
「追加」をタッチすると、経由地が追加できます。登
録できる経由地は 2,000 件までです
（目的地を含む）。目的地の下の
「追加」を
タッチすると、目的地を新たに設定できます（現在の目的地は経由地になり
ます）
。

「探索開始」

設定したすべての経由地や目的地が地図上に表示されます。「ガイド開始」
をタッチすると、案内が始まります。

「新規ルート作成」

新たに経由地、目的地を登録します。「ガイド開始」をタッチすると目的地までの直線距離と方角の案
内を開始します。詳しくは「アウトドアモード」の「 nav-u 本体で経由地や目的地を設定する」
（87ペー
ジ）をご覧ください。

「現在ルート消去」

現在設定されているルートやすべての経由地、目的地が消去されます。
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「マークの編集」
● マークを編集する
マークの名称や属するグループを変更したり、マークを削除したりすることができます。
項目
「マーク編集」 （グループ
を選択）

設定
（マークを
選択）

名称

マークの名称を変更し、「確定」します。

よみ

マークの読みを入力し、「確定」します。

グループ マークを入れたいグループを選びます。「新規作成」をタッチすると、
新しいグループを作ることができます。
登録日時 登録した日時を表示します。登録日時は変更できません。
マーク
地図上に表示するアイコンを設定します。設定したいマークをタッ
アイコン チします。「施設アイコン」をタッチすると、表示されたジャンルか
らマークアイコンを選べます。
「サウン 「サウンド機能」 「ON」
：マークした場所に近づくと音を鳴らします。
「OFF」
：音を鳴らしません。
ド設定」
「サウンド種類」 サウンド機能が「ON」のときに鳴らす音を選べます。
「再生開始距離」 どのくらい近づくと音を鳴らすか指定できます。
「マーク 現在表示しているマークを削除します。確認画面が表示されるので、
削除」 「はい」をタッチします。
「よみ順」
「移動」

マークを「よみ順」
（50 音順）か「登録日時順」で並べ替えます。
よみ順で表示させるには、マークに「よみ」を入力する必要があります。
（マーク 移動したいマークを選びます。選んだマークにはチェックマークが
を選択） 表示されます。
「全選択」 すべてのマークが選ばれ、すべてにチェックマークが表示されます。

「移動」

選んだマークを移動します。移動先のグループを選んで、「はい」を
タッチします。
「新規作成」

「削除」

グループ名称を入力すると、新しいグループが追加
されます。移動する場合は改めて移動させてください。

（マーク 削除したいマークを選びます。選んだマークにはチェックマークが
を選択） 表示されます。
「全選択」 すべてのマークが選ばれ、すべてにチェックマークが表示されます。
「クリア」 マークの選択をすべて解除します。
「削除」

選んだマークを削除します。確認画面が表示されるので、「はい」を
タッチします。

次ページへつづく
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編集・設定をする

「クリア」 マークの選択をすべて解除します。

● グループを編集する
グループの名称やグループの表示順を変更したり、グループを削除したりすることができます。
項目

設定

「マーク編集」 「グループ 「上に移動」 選んだグループの表示位置を 1 つ上に移動します。
並べ替え」
）をタッチすると移動の内容が反映されます。

（NV-U37/U35 は

「下に移動」 選んだグループの表示位置を 1 つ下に移動します。
）をタッチすると移動の内容が反映されます。

（NV-U37/U35 は

「グループ
新規作成」

グループ名称を入力すると、新しいグループが追加されます。

「グループ
名称変更」

変更したいグループをタッチし、グループ名称を変更します。

「グループ
削除」

削除したいグループをタッチします。確認画面が表示されるので、「はい」をタッチします。

● その他
メモリースティックデュオ（別売）を利用して、すべてのマーク情報のバックアップ／リストアや、
個別のマーク情報のエクスポート／インポートができます。
項目

設定

「バックアップ」

すべてのマーク情報を メモリースティックデュオ にバックアップします。

「リストア」

バックアップしたマーク情報を復帰させます。

「エクスポート」

個別のマーク情報を メモリースティックデュオ に保存します。

「インポート」

個別のマーク情報を メモリースティックデュオ から読み込みます。

ちょっと一言
最大 2,000 件のマークを メモリースティックデュオ に保存するときは、約 1.2MB の空き容量が必要です。

「施設アイコン」
ドライブの目印になるように、ガソリンスタンドやコンビニ、遊園地などの施設を地図上にアイコン
で表示できます。アイコン表示したい施設／店舗を選んで、チェックを入れます。
（NV-U37/U35 は

）をタッチするとチェックの内容が反映されます。

ちょっと一言

• 表示したい施設を選び、その中の施設／アイコンをすべて選ぶと、施設アイコンのリストに明るい色のチェックマー
•
•
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クが表示されます。施設／アイコンをいくつかだけ選んでいる場合は、施設アイコンのリストに暗い色のチェック
マークが表示されます。
地図の縮尺が 25m 〜 300m の場合、施設アイコンを表示できます。
アウトドア地図を表示しているときは設定できません。

「交通情報」
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）

NV-U97VT/U77VT/U76VT に付属の FM VICS ユニット、または別売の VICS ビーコンユニット、FM
VICS ユニットを使用すると、道路上の電波ビーコン／光ビーコン、FM-VICS 放送から受信した交通
情報を表示します *。VICS、VICS ユニットについて詳しくは、お使いの nav-u に付属の取扱説明書
の「VICS について」、「主な仕様」をご覧ください。
* VICS ユニットをお使いの場合は、必ずシガー電源を接続してください。
項目

設定

「ビーコン図形
情報」
*1

VICS ビーコン図形情報を表示します。

「ビーコン文字
情報」
*1

VICS ビーコン文字情報を表示します。

「FM-VICS 図形
情報」
*2

FM-VICS 図形情報を表示します。

「FM-VICS 文字
情報」
*2

FM-VICS 文字情報を表示します。

：現在地で受信可能な FM-VICS 放送局を設定します。
「VICS 放送局選択」 「自動選局」
「手動選局」
：FM-VICS 放送局の周波数を指定して設定します。
*2
「選局自動切替」
：受信する FM-VICS 放送局を現在地に合わせて自動的に変更します。「ON」、「OFF」

*1 VICS ビーコンユニット（別売）接続時のみ。
*2 NV-U97VT/U77VT/U76VT に付属の FM VICS ユニット、または別売の FM VICS ユニット接続時のみ。

「自宅／お気に入り編集」
（自動車モード、自転車モード（NV-U37/U35 のみ）、徒歩モードのみ）

編集・設定をする

よく行く場所を「お気に入り」に登録しておくと、簡単に行き先を設定することができます。
お気に入り地点の登録は、次の方法から選べます。
「最寄」、「住所」、「名称」、「ジャンル」、「電話番号」、「マーク」、「履歴」、「自宅」、「地図から」、
「現在地」、「ガイドブック」、「郵便番号」、「緯度経度」
登録された「お気に入り」を選ぶと、「地点変更」、「地点削除」、「名称変更」を行うことができます。
また、「自宅」を選ぶと、自宅の「地点変更」、「地点削除」を行うことができます。
ちょっと一言
ジェスチャー操作で簡単に「自宅」、「★ 1」
（お気に入り 1）、「★ 2」
（お気に入り 2）へのルートガイドを開始できます。
ジェスチャー操作について詳しくは、「ジェスチャー操作一覧」
（172 ページ）をご覧ください。

「ナビモード切替」
「自動車モード」、「自転車モード」
（NV-U37/U35 のみ、80 ページ）、「徒歩モード」
（83 ページ）、「アウ
トドアモード」
（86 ページ）をタッチして、ナビモードを切り替えます。
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「設定」
● システム設定
項目
「音量」

「画面」

設定
「操作音」

「大」、「中」、「小」、「OFF」から選べます。

「ガイド音声」

「大」、「中」、「小」、「OFF」から選べます。

「明るさ調整」

「自動調整」 「ON」
：周囲の明るさに合わせて画面の明るさを自動的に調整し
（NV-UVT/ ます。
：手動で設定することができます。
UV/UVT/ 「OFF」
UV/UVT/ • 自動車モード時に設定した明るさは、自動車モード用に保存
されます。
UV/UV/
• 徒歩モードも同様に個別に設定できます。
U のみ）
• アウトドアモードの明るさは、徒歩モードと同じになります。
「昼夜切替」 「自動」
：画面の明るさを自動で「昼」、「夜」に切り替えます。
（NV-U/U 「昼固定」
：画面の明るさを「昼」で固定します。
のみ）
「夜固定」
：画面の明るさを「夜」で固定します。
「手動調整」 「昼」、「夜」それぞれの画面の明るさを設定できます。
（NV-U/U • 自動車モード時に設定した明るさは、自動車モード用に保存
されます。
のみ）
• 自転車モード、徒歩モードも同様に個別に設定できます。
• アウトドアモードの明るさは、徒歩モードと同じになります。

「タッチパネル調整」
（NV-UVT/UV/
U/U のみ）

画面のタッチのずれを調整できます。タッチした位置と反応する位置が大きく
ずれてきたときは、画面に従ってタッチパネルの調整を行ってください。

「テーマ切替
（メニュー）」

メニュー画面のデザインを切り替えます。

「サウンドテーマ
切替」

サウンドのテーマを切り替えます。

「車種設定」

本機を搭載する車種を「自動二輪」*、「軽自動車」、「普通車」、「中型車」、「大型車」、「特大車」から設定
します。車種を設定するとルート探索で有料道路を通るルートが選ばれたとき、その車種に応じた料金
が表示されます。

* NV-U37/U35 のみ。「自動二輪」を選ぶと、自動車モードのときの自車マークが二輪車用に変わりま
す。「自動二輪」の料金は、「軽自動車」と同じ料金を表示します。
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項目
「省電力モード
（画面オフ）」
（NV-UVT/

設定
操作していないときに自動的に画面を消します。ただし、画面をタッチするとしばらくの間画面表示
されます。

「自動車」
UV/UVT/
UV/UVT/
UV/UV/U
のみ）

「徒歩」

内蔵電池の消費量を抑えるために、画面表示の設定を変更することができます。
「ノーマル（画面オン）」以外を選ぶと、操作していないときに自動的に画面を
調節して内蔵電池の消費量を抑えます。
「スーパースタミナ（画面オフ）」
：操作していないときに画面を消します*。ルー
トガイド時に案内ポイントに近づくと、音や音声のみで案内します。
「スタミナ（自動ガイド表示）」
：操作していないときに画面を消します *。ルー
トガイド時に案内ポイントに近づくと、画面を表示して案内します。
「ノーマル（画面オン）」
：常に画面を表示します。

* 画面をタッチすると、しばらくの間画面表示されます。
ちょっと一言
徒歩モード／アウトドアモード中に画面ロックしている場合は、画面左側の
現在地ボタンをタッチすると、しばらくの間画面が表示されます。
「画面オン時間」
「省電力モード
（画面オフ）」
（NV-U/U の
み）

画面が消えるまでの時間を「10 秒」、「20 秒」、「30 秒」、「1 分」から選べます。

操作していないときに自動的に画面を消します。ただし、画面をタッチするとしばらくの間画面表示
されます。
「自動車」

「自転車」

「徒歩」

内蔵電池の消費量を抑えるために、画面表示の設定を変更することができます。
「ノーマル」以外を選ぶと、操作していないときに自動的に画面を調節して内
蔵電池の消費量を抑えます。
「スーパースタミナ」
：操作していないときに画面を消します *。ルートガイド
時に案内ポイントに近づくと、音や音声のみで案内します。
：操作していないときに画面のバックライトを最も暗
「 スタミナ（画面オン）」
い状態にします *。明るい屋外では表示を見ることができます。ルートガイド
時に案内ポイントに近づくと、音や音声のみで案内します。
「スタミナ（画面オフ自動ガイド）」
：操作していないときに画面を消します *。
ルートガイド時に案内ポイントに近づくと、画面を表示して案内します。
「ノーマル」
：常に画面を表示します。

編集・設定をする

* 画面をタッチすると、しばらくの間画面表示されます。
ちょっと一言
徒歩モード／自転車モード／アウトドアモード中に画面ロックしている場合
は、画面左側の現在地ボタンをタッチすると、しばらくの間画面が表示され
ます。
「画面オン時間」

画面が消えるまでの時間を「10 秒」、「20 秒」、「30 秒」、「1 分」から選べます。
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項目
「自動スタンバイ
（0 分）」

設定
操作をしていないときに自動的に電源を切るかどうかを設定できます。
「ON」
：
「省電力モード（画面オフ）」で「ノーマル（画面オン）」以外を選んでいる場合、30 分間自車位置
の移動や操作がないと、自動で電源が切れます。ただし、以下のいずれかの場合は自動的に電源が切
れません。
• 電源が供給されているクレードルに取り付けられている場合
• 音楽が再生されている場合
• ビデオが再生されている場合
• 一画面でワンセグ放送を視聴している場合（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V
のみ）
• アプリケーションの「写真」を起動している場合
：自動で電源が切れません。
「OFF」

「ツールバー表示
（地図）」

「常時表示」
：ツールバーを表示したままにします。
「自動で隠す」*：一定時間何も操作しない場合にツールバーを自動で隠します。
「住所／道路名称を優先して表示」*：一定時間何も操作しない場合にツールバーを自動で隠し、住所と
道路名称を表示します。

「標高グラフ表示」

「ON」
：自動車モード（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75）、自転車モード
（NV-U37/U35）のときに標高グラフを表示します。ガイドがあるときは、ガイドが優先されます。
：表示しません。
「OFF」

* 十字カーソルが表示されているときは、ツールバーが表示されます。

「画面中心の住所表 「ON」
：地図画面の中心に表示される十字カーソルの位置に住所を表示します。
：表示しません。
示（スクロール時）」 「OFF」
「キーボードの
切替」
（NV-UVT/

「50 音キー」
：名称検索画面のキー入力方式を 50 音キーに切り替えます。
「携帯キー」
：名称検索画面のキー入力方式を携帯キーに切り替えます。

UV/UVT/
UV/UVT/
UV/UV/U

のみ）

「入力文字の自動確
定」

「速い」
：携帯キーのときに、入力した文字が自動で確定するまでの時間を速くします。
「標準」
：携帯キーのときに、入力した文字が自動で確定するまでの時間を標準にします。
「遅い」
：携帯キーのときに、入力した文字が自動で確定するまでの時間を遅くします。
：携帯キーのときに、入力した文字を自動で確定しません。確定するにはカーソルを移動させ
「OFF」
るか、違う行の文字を入力します。
「入力文字の自動確定」を「OFF」以外に設定すると、携帯キーのときに 1 文字入力するごとに自動でカー
ソルが右に移動します。同じ行（例えば「あ」行）の文字を続けて入力するときに、カーソルの移動が不
要になり便利です。

「ルートシミュレー
ション」
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画面上で自車マークを走行させることで、設定したルートを確認できます。
で変更してく
出発地や経由地、目的地は、メニューボタン→
［設定］
タブ→
「ルートの編集」
（98 ページ）
ださい。
シミュレーションを中止したい場合は、メニューボタンまたはツールバーの「シミュレーション終了」
をタッチしてください。
をタッチし
次の音声案内の手前までシミュレーションをスキップしたい場合は、ツールバーの
てください。

項目
「自宅登録」

設定
自宅を登録します。自宅は次の方法から選べます。
「最寄」、
「住所」、
「名称」、
「ジャンル」、
「電話番号」、
「マーク」、
「履歴」、
「お気に入り」、
「地図から」、
「現在地」、
「ガイドブック」、「郵便番号」、「緯度経度」

「M.S. フォーマッ
ト」

nav-u 本体の メモリースティックデュオ スロットに挿入された メモリースティックデュオ を初
期化します。初期化すると、 メモリースティックデュオ 内のデータはすべて消去されます。
初期化中に メモリースティックデュオ を抜くと故障やデータの破壊の原因となります。

「システム初期化」

自宅やマーク、システム設定などをすべてお買い上げ時の状態に戻します。
システム初期化後は自動的に再起動し、品川付近の地図が表示されます。（18 ページ）

「機器情報」

本機や接続機器の状態を表示します。

「測位情報」

GPS の受信状況、現在地の緯度、経度などの測位情報が表示されます。

「GPS 受信確認」

電源を入れたあと GPS の受信が完了するまでの間に表示される、GPS の受信状況の表示方法を設定します。
「メッセージ」
：アイコンとメッセージで表示します。メッセージの画面からアイコン表示への切り替
え、測位情報画面への切り替えができます。
「アイコン」
：GPS の受信状況をアイコンで地図画面の左上に表示します。

「GPS ログ設定」

「GPS ログ機能」

「NMEA 形式」
： nav-u 本体の メモリースティックデュオ スロットに挿入さ
れた メモリースティックデュオ に、運転中の GPS ログ（ 走行地点の位置情
報や時刻など）を NMEA 形式で定期的に保存します。GPS ログと関連付けた写
真ファイル、走行の軌跡などを、インターネットの地図サービスに表示させ
る場合、「PetaMap」* に表示させる場合などに使用します。

* nav-u 向けの「PetaMap」を利用したサービスは、2014 年 6 月 30 日をもっ
て終了します。

メモリースティックデュオ を nav-u 本体の メモリースティック
デュオ スロットから抜くときのご注意

nav-u 本体の メモリースティックデュオ スロットから メモリースティック
デュオ を抜く場合は、本体の電源を切るか「GPSログ機能」を「OFF」にしてください。
「GPS ログ全消去」
「情報量を間引く」

メモリースティックデュオ に保存されている GPS ログをすべて消去します。
「ON」
：GPS ログの情報量を間引きます。
「OFF」
：間引きません。

GPS ログ機能が「NMEA 形式」または「KML 形式」の場合のみ有効です。
「スタート / リセット 「ON」
：走行情報のスタート / リセットに合わせて GPS ログの保存を開始 / 終了
に連動する」
します。
「OFF」
：GPS ログを常時保存します。

GPS ログ機能が「NMEA 形式」または「KML 形式」の場合のみ有効です。
次ページへつづく
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編集・設定をする

「KML 形式」
： nav-u 本体の メモリースティックデュオ スロットに挿入され
た メモリースティックデュオ に、運転中の GPS ログを KML 形式で定期的に
保存します。地理情報を KML ブラウザー上に表示させる場合に使用します。
「OFF」
：GPS ログを保存しません。
• 最大 24 時間まで同一ファイルに記録できます。
• /ボタンで電源を切ったあと4時間以内に電源を入れると、続けて同一ファ
イルに記録されます。4 時間を越えると別ファイルになります。
• 徒歩モードとアウトドアモードは同じファイルになります。
• 自動車モードと徒歩モードまたはアウトドアモードを切り替えると別ファ
イルになります。

項目

設定

「カロリー計算設定」

消費カロリーを計算するために体重を設定します。

「積算距離初期化」

自動車モード、自転車モード（NV-U37/U35 のみ）、徒歩モードの積算距離を初期化します。アウト
ドアモードの積算距離は徒歩モードに含まれています。
初期化したいモードを選ぶと、チェックマークが表示されます。「初期化」
をタッチすると、チェック
マークの付いたモードの積算距離を初期化することができます。

「パスワードロック」 「ON」
：本機の起動時にパスワード入力画面が表示されます。正しいパスワードを入力すると本機を使
（NV-U77VT/U77V/
用できます。パスワードの入力を 3 回続けて間違えると、システム初期化の確認画面が表示されます。
正しいパスワードを入力するか、システムを初期化してください。
U76VT/U76V/U75V/
「OFF」
：起動時のパスワード入力を無効にします。
U75 のみ）
「パスワード変更」
（NV-U77VT/U77V/

パスワードを変更します。

U76VT/U76V/U75V/
U75 のみ）

「平均速度の停止時
間考慮」

「含める」
：平均速度の計算に停車時間を含めます。
「含めない」
：平均速度の計算に停車時間を含めません。
自動車モード、自転車モード（NV-U37/U35 のみ）
、徒歩モードで個別に設定できます。アウトドアモー
ドは徒歩モードと同じ設定になります。

「バージョン情報」

ファームウェアや地図データのバージョンを表示します。

「自車位置変更」

GPS の受信が完了するまでの間、現在地を任意の場所に変更できます。

ちょっと一言
地図画面上の現在時刻は GPS 衛星からの電波を受信したり、ワンセグ（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/
U76V/U75V のみ）を受信すると、正しい時刻に自動で調整されます。手動での時刻調整は必要ありません。GPS の
受信について詳しくは、お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「現在地表示について」をご覧ください。

● 案内（自動車モード、自転車モード（NV-U37/U35 のみ）、徒歩モードのみ）
項目
「探索条件」
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設定
自動車用ルートの探索条件を設定します。
「推奨ルート 1」
：シンプルでわかりやすいルートを探索します。
「推奨ルート 2」
：距離や時間を重視したルートを探索します。
「有料道優先」
：有料道を優先したルートを探索します。
「一般道優先」
：一般道を優先したルートを探索します。
「一般道距離優先」
：一般道で距離を優先したルートを探索します。
「距離優先」
：距離を優先したルートを探索します。

「自転車ルート探索
条件」
（NV-U/
U のみ）

自転車用ルートの探索条件を設定します。
「おすすめ」
：走行頻度を考慮し、距離を優先したルートを探索します。
「サイクリングロード」
：サイクリングロードを優先したルートを探索します。
「楽ラク」
：上り坂を避ける道路を優先してルートを探索します。
「トレーニング」
：上り坂を優先してルートを探索します。
「大通り」
：幹線道路や道幅の広い道路を優先したルートを探索します。
「裏通り」
：幹線道路を避ける道路を優先してルートを探索します。
「いつもと違う道」
：走行頻度が低い道路を優先したルートを探索します。
「距離」
：距離を優先したルートを探索します。

「徒歩ルート探索
条件」

徒歩用ルートの探索条件を設定します。
「おまかせ」
：標準的なルートを探索します。
「屋根を優先」
：地下街やアーケードなどの屋根が多いルートを探索します。
「楽な道を優先」
：階段、歩道橋などの昇降が少ないルートを探索します。

「音声案内」

「日本語」
：ガイド開始音とガイド音声（日本語）で案内します。
「英語」
：ガイド開始音とガイド音声（英語）で案内します。
：ガイド開始音で案内します。
「OFF」

「スマート IC 考慮
探索」

「ON」
：ルートの探索条件にスマートインターチェンジ（ETC 搭載車専用のインターチェンジ）を加えま
す。
：ルートの探索条件にスマートインターチェンジを加えません。
「OFF」
設定を変更すると、自動的にルートを再探索します。

「季節規制考慮」

：季節規制を考慮したルート探索や案内をします。
「ON」
：季節規制を考慮しません。
「OFF」

ちょっと一言
地図に格納されている季節規制の情報は、過去の情報に基づいています。
「ON」
：ルートの探索条件にフェリー航路を加えます。
：ルートの探索条件にフェリー航路を加えません。
「OFF」

「注意案内」

「合流」

「ON」
：案内します。
：案内しません。
「OFF」

「踏切」

「ON」
：案内します。
：案内しません。
「OFF」

編集・設定をする

「フェリー考慮」

「右折／左折専用車線」 「ON」
：案内します。
：案内しません。
「OFF」

「交差点拡大図」

「事故多発地点」

「ON」
：案内します。
：案内しません。
「OFF」

「注意地点」

「ON」
：お客様が制限速度を守って安全運転できるように、本体に格納され
ている自動速度違反取締装置（オービス）などの注意地点情報を案内します。
：案内しません。
「OFF」

「ON
（固定）」
：表示します。交差点拡大図の縮尺は変化しません。
（ステップ）」
：表示します。交差点拡大図の縮尺が 2 段階に変化します。
「ON
：表示しません。
「OFF」
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「方面看板表示」

「ON」
：表示します。
：表示しません。
「OFF」

「リアル交差点
ガイド表示」

「ON」
：表示します。
：表示しません。
「OFF」

「都市高速入口案内
表示」

「ON」
：表示します。
：表示しません。
「OFF」

「案内前のルート
確認」

「自動」
：現在地から目的地までのルートを確認する画面を表示しますが、一定時間操作がない場合は
自動的に画面が切り替わります。
：ルート探索の後に、確認画面を表示します。画面を切り替えるには、「ガイド開始」をタッチし
「ON」
ます。
：ルート探索の後に、確認画面を表示せず、画面が切り替わります。
「OFF」

「ハイウェイマップ
表示」

「ON」
：表示します。
：表示しません。
「OFF」

● 地図表示
項目

設定

「地図カラー」

「昼」、「夜」それぞれの地図カラーを設定できます。

「昼夜カラー自動
切替」

「ON」
：地図カラーを時刻によって「昼」、「夜」に自動で切り替えます。
：地図カラーを「昼」で固定します。
「OFF」

「D/D マップ切替
（全画面）」
*1

全画面表示時の 2D マップと 3D マップを切り替えます。

「D/D マップ切替
（ 画面）」*1

2 画面表示時の各地図画面の 2D マップと 3D マップを切り替えます。

「D/ D マップ切
替」*2

2D マップと 3D マップを切り替えます。

「プリセット
スケール」

ジェスチャー操作で使用する 2 種類の縮尺を設定できます。

：ズームアウトしながらスクロールします。
「ズームスクロール」「ON」
：縮尺を固定したままスクロールします。
「OFF」
「道路幅」

地図上の道路幅を「太」、「標準」から選べます。

「アイコンサイズ」

地図上のアイコンサイズを「大」、「中」、「小」から選べます。

「文字サイズ」
「地図記号」

地図上の文字サイズを「大」、「中」、「小」から選べます。
「ON」
：学校、公園などの地図記号を表示します。
：表示しません。
「OFF」

「立体ランドマーク」「ON」
：立体ランドマークを表示します。
：表示しません。
「OFF」
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「信号」

「ON」
：信号を表示します。
：表示しません。
「OFF」

「一方通行」

「ON」
：一方通行を表示します。
：表示しません。
「OFF」

「マーク」

「ON」
：マークを表示します。
：表示しません。
「OFF」

「移動速度と高度」

地図画面に表示される移動速度と高度を設定します。*3
「すべて表示」
：移動速度と高度を表示します。
「移動速度のみ」
：移動速度のみ表示します。
「高度のみ」
：高度のみ表示します。
：表示しません。
「OFF」

「走行軌跡」

「ON」
：走行軌跡を表示します。
：表示しません。
「OFF」

「走行軌跡の消去」
「市街詳細地図の
表示」
「ルートカラー」

走行軌跡をすべて消去します。
市街詳細地図に切り替えるスケールを選びます。スケールは次の中から選べます。
「25m」、「50m」、「100m」、「OFF」
ルートガイドのルートの色を変更します。

「自動縮尺変更」

「ON」
：高速道路に入ると、前回高速道路を走行したときの地図の縮尺に自動的に変更します。
：変更しません。
「OFF」

「ルートのインポー
ト」

「インポート」
：パソコンで作ったルートのデータを読み込んで地図画面に表示します。インポートす
るには事前にルートのデータを メモリースティックデュオ に保存し、 nav-u 本体の メモリース
ティックデュオ スロットに挿入する必要があります。対応しているフォーマットは、KML 形式と
GPX 形式です。

ご注意
インポートできるルートはひとつのみです。新しいルートをインポートすると、既存のルートは上書
きされます。

*1 NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ。
*2 NV-U37/U35 のみ。
*3 コンパス画面には反映されません。（NV-U37/U35 のみ）

次ページへつづく
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「削除」
：読みこんだルートを削除することができます。

● 交通情報（自動車モードのみ）
項目

設定

「VICS 交通情報考
慮探索」
*1

「ON」
：ルート探索に VICS 情報を利用します
「OFF」
：利用しません。

「渋滞回避オートリ
ルート」
*1

「ON」
：VICS からの情報をもとに、自動的にルートを再探索します
「OFF」
：再探索しません。

「VICS ポップアッ
プ」
*1

「ON」
：ビーコン文字情報、ビーコン図形情報を自動的に表示します。
「OFF」
：表示しません。

「交通情報地図表
示」
*2

「渋滞情報（高速）」

「ON」
：高速道路の渋滞情報を表示します。（赤：渋滞、オレンジ：混雑）
「OFF」
：表示しません。

「渋滞情報（一般）」

「ON」
：一般道の渋滞情報を表示します。（赤：渋滞、オレンジ：混雑）
「OFF」
：表示しません。

「渋滞なし・不明」

「ON」
：渋滞していない箇所は水色、渋滞不明の箇所は灰色で表示されます。
「OFF」
：表示しません。

「渋滞情報の点滅」

「ON」
：渋滞している場所を点滅表示します。
「OFF」
：点滅表示しません。

「規制地点」

「ON」
：規制地点をアイコンで表示します。
「OFF」
：表示しません。

「規制区間」

「ON」
：規制区間を紫色で表示します。
「OFF」
：表示しません。

「駐車場」

「ON」
：駐車場の混雑状況をアイコンで表示します。
「OFF」
：表示しません。

「SA/PA」

「ON」
：サービスエリア、パーキングエリアの混雑状況をアイコンで表示します。
「OFF」
：表示しません。

「渋滞予測探索」

「ON」
：自動車モードのルート探索に渋滞予測情報を利用します。
「OFF」
：利用しません。

「交通規制」

「交通規制情報のイ
ンポート」

下記のサポートページから交通規制情報データ * をダウンロードして、 メモ
リースティックデュオ（別売）
に保存し、 nav-u にインポートします。詳し
くは下記のサポートページでご確認ください。

http://www.sony.jp/support/nav-u/
* 交通規制情報の提供は、2014 年 6 月 30 日をもって終了します。
「交通規制情報の削除」

nav-u にインポートした交通規制情報を削除します。

「交通規制情報考慮」「ON」
： nav-u にインポートした交通規制情報を考慮したルート探索や案内を
します。
「OFF」
： nav-u にインポートした交通規制情報を考慮しません。

*1 VICS ビーコンユニット（別売）接続時のみ使えます。（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75
のみ）

*2 NV-U97VT/U77VT/U76VT に付属の FM VICS ユニット、または別売の FM VICS ユニット、VICS ビーコンユニット
112 を接続しているときのみ有効です。（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）

ちょっと一言

• VICS ユニットをお使いの場合は、必ずシガー電源を接続してください。
• VICS、VICS ユニットについて詳しくは、お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「VICS について」、「主な仕様」を
ご覧ください。

● Bluetooth 設定（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）
項目

設定

「登録機器リスト」

本機がペアリング登録している Bluetooth 機器のリストが表示されます。
機器の登録を削除するには、
「削除」をタッチしてください。確認画面が表示されるので、
「はい」をタッ
チします。

「機器を追加」

Bluetooth 機器とのペアリングを開始します。

「Bluetooth 電源」 「ON」
：Bluetooth 機能を起動します。Bluetooth 機能が起動すると、メニュー画面に Bluetooth アイ
コンが表示され、Bluetooth ランプが青色に点灯します。
：Bluetooth 機能を終了します。
「OFF」
「Bluetooth 機器
情報」

本機の機器名、機器アドレス、対応プロファイルを表示します。
機器名を編集するには、「編集」をタッチしてください。

「音声出力先の選
択」

ワンセグ機能（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）、音楽機能、ビデオ機能の音声、音声案
内の出力先を選びます。
Bluetooth 対応機器から出力するには、Bluetooth 対応機器と Bluetooth 接続する必要があります。
（128、135、140 ページ）をご覧
Bluetooth 接続について詳しくは、「Bluetooth 通信で音声を聞く」
ください。

次ページへつづく
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「Bluetooth 機器へ Bluetooth 対応機器へ出力する音声の種類を選びます。
出力する音声」
「すべて」
：音声案内、音楽、ビデオ、ワンセグ（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）のすべ
ての音声を Bluetooth 対応機器へ出力します。音声案内時には、音楽、ビデオ、ワンセグの音声が音
声案内に切り替わります。
「Ａ／Ｖ・ワンセグ音声のみ」
：音楽、ビデオ、ワンセグ（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）
の音声を Bluetooth 対応機器へ出力します。
「音声案内のみ」
：音声案内を Bluetooth 対応機器へ出力します。
Bluetooth 対応機器へ出力するには、Bluetooth 対応機器と Bluetooth 接続する必要があります。
（128、135、140 ページ）をご覧
Bluetooth 接続について詳しくは、「Bluetooth 通信で音声を聞く」
ください。

● ハンズフリー設定（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）
項目
「電話選択」
「プリセット設定」

設定
ハンズフリー通話をする携帯電話を選びます。
「プリセットダイヤル」
（「プリセット 1」、「プリセット 2」、「プリセット 3」、「自宅」
*1）の編集・設定を
します。
「新規登録」
*2：電話番号と名称を登録します。
「電話帳からコピー」*2：本機の電話帳から電話番号をコピーします。
「編集」*2：電話番号と名称を編集します。
「クリア」
：選んだプリセットダイヤルの登録情報を削除します。

「電話帳を受け取る」 携帯電話から電話帳のデータを受信します。

*1 「自宅」が登録されていないと、自宅の電話番号を登録できません。
*2 「自宅」の名称は変更できません。

● ラップ計測
項目

設定

「オートラップ」

設定した距離または位置ごとの、平均速度、最高速度、移動距離、経過時間、消費カロリーのラップ
を表示します。
：計測しません。
「OFF」
「距離」
：設定した距離ごとにラップを表示します。
「位置」
：設定した位置でラップを表示します。
「距離と位置」
：距離と位置の両方でラップを表示します。

「保存ラップコース
呼出」

保存したラップコースを呼び出します。呼び出したいラップコースが表示されていないときは、▲ま
たは▼をタッチします。呼び出したいラップコースをタッチすると、次の操作が選べます。
「決定」
：呼び出すラップコースを決定します。
「コース名称変更」
：ラップコースの名称を変更します。
「コース編集」
：ラップコースを編集します。
「コース消去」
：ラップコースを消去します。

「ラップ地点編集」

ラップ計測したい地点を設定します。
「新規コース作成」
：ラップコースを新規作成します。
「現在コース編集」
：ラップコースを編集します。
「現在コース消去」
：ラップコースを消去します。

ご注意
ラップ計測中に「ラップ地点編集」を行うと、計測情報が消去されます。
「ラップ距離」

ラップを計測する距離を設定します。

「サウンド設定」

ラップが表示されるときの音を選べます。
「OFF」
：音を鳴らしません。

「ラップ情報ファイ
ル出力」

「ON」: ラップ情報を メモリースティックデュオ に保存します。
「OFF」: 保存しません。

「ラップ情報ファイ
ル全削除」
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メモリースティックデュオ に保存されているラップ情報ファイルをすべて削除します。

Bluetooth 通信の準備をする
（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）
接続状態を確認する

Bluetooth 機器との接続状態をメニュー画面の Bluetooth アイコンで確認できます。
Bluetooth アイコン

Bluetooth アイコン
表示なし

状態
「Bluetooth 電源」が「OFF」になっています。Bluetooth 機能を使用できません。
「Bluetooth 電源」が「ON」になっており、ペアリングや Bluetooth 接続できる状態です。
「Bluetooth 電源」が「ON」になっており、携帯電話と Bluetooth 接続しています。
ハンズフリー通話を使用できる状態です。
ハンズフリー通話を使用している状態です。携帯電話アイコンが緑色に点灯します。

音声を Bluetooth 機器で聞いている状態です。Bluetooth 機器アイコンが緑色に点灯します。

ちょっと一言
（113
Bluetooth 機能の起動／終了は、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「Bluetooth 設定」→「Bluetooth 電源」
ページ）で変更できます。
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「Bluetooth 電源」が「ON」になっており、Bluetooth 機器と Bluetooth 接続しています。
音声を Bluetooth 機器で聞ける状態です。

Bluetooth 機器を登録する（ペアリング）
Bluetooth 接続するには、対応機器同士をあらかじめ登録しておく必要があります。
この登録をペアリングといいます。
ご注意

• 一度ペアリングすれば、再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。
– 修理を行ったときなど、ペアリング情報が削除されたとき
– 本機は、Bluetooth 機器を合計 10 台までペアリングすることができます。
11 台目を登録すると、最初に登録した機器が消去されます。
– 接続する Bluetooth 機器側で本機とのペアリング情報を削除したとき
– 本機をシステム初期化したときは（107 ページ）、すべてのペアリング情報が削除されます。
• 接続する機器によっては、再度ペアリングが必要になる場合があります。

1

本機の Bluetooth 機能が起動しているか確認する。

Bluetooth 機能が起動している場合、Bluetooth ランプが青色に点灯します。
ちょっと一言

Bluetooth 機能を起動するには、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「Bluetooth 設定」→「Bluetooth 電源」
（113 ページ）を「ON」にしてください。

2
3

本機と相手側 Bluetooth 機器を 1m 以内に置く。
相手側 Bluetooth 機器を探索可能な状態にする。
ちょっと一言
相手側 Bluetooth 機器の探索可能な状態の設定方法について詳しくは、お使いの Bluetooth 機器の取扱説明書
をご覧ください。

4 「機器を追加」をタッチする。
5 「はい」をタッチする。

ペアリングが可能な機器の一覧が表示されます。

6
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登録したい機器をタッチする。
ペアリングが開始されます。

7

パスキーを入力する。
相手側 Bluetooth 機器とのパスキー交換が行われ、ペアリングが完了します。
ちょっと一言
パスキーは、パスコード、PIN コード、PIN ナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。
お使いの Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意
ペアリングの登録を完了するには、本機と相手側 Bluetooth 機器でパスキーの入力が必要です。本機と相手側
Bluetooth 機器に同じパスキーを入力してください。

ちょっと一言

• 機器によっては、固有のパスキーを持つ場合があります。詳しくは、お使いの Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧
ください。

• ペアリングは相手側 Bluetooth 機器からも行うことができます。詳しくは、お使いの Bluetooth 機器の取扱説明書
をご覧ください。

• ビデオ、音楽、ワンセグ（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）、ハンズフリーなどをご利用いただくには、
ペアリング後にそれぞれのアプリでの操作が必要です。詳しくは、ビデオ（137 ページ）、音楽（132 ページ）、ワン
セグ（120 ページ）、ハンズフリー（146 ページ）をご覧ください。

編集・設定をする
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アプリケーション機能を楽しむ
ワンセグを見る／録画する（NV-UVT/UV/UVT/UV/

UVT/UV/UV のみ）...............................................................10
ガイドブックを見る ............................................................................10
音楽を聞く ............................................................................................1
ビデオを見る ........................................................................................1
写真を見る ............................................................................................1
電話をかける／受ける（Bluetooth 通信）
（NV-UVT/UV/

UVT/UV/UV/U のみ）......................................................1
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ワンセグを見る／録画する
（NV-U97VT/U97V/U77VT/
U77V/U76VT/U76V/U75Vのみ）
こんなことができます

• 本機で視聴するワンセグの音声を、Bluetooth 機器か
ら聞くことができます。詳しくは、「Bluetooth 通信
で音声を聞く」
（128 ページ）をご覧ください。

ワンセグ視聴画面
操作ボタンが表示されていないときは、画面を
タッチしてください。

携帯端末向け地上デジタル放送であるワンセグ
を視聴／録画することができます。
走行中は安全のため音声のみ出力され、映像は
表示されません。走行中にドライバー以外の人
がワンセグを視聴する場合は、 nav-u 本体を
クレードルからはずしてご覧ください。
ちょっと一言

• ワンセグは地上デジタル放送のサービスの 1 つです。
視聴できるチャンネルは地域によって異なります。

• ワンセグ放送エリアの詳細については下記のホーム
ページをご覧ください。
社団法人 デジタル放送推進協会（Dpa）

http://www.dpa.or.jp/

ワンセグを見るための準備
ワンセグ放送を視聴するには、チャンネルリス
トの設定が必要です。
ワンセグ放送の電波が受信できるエリア内で、
「ワンセグを見る」
（121 ページ）に従って、チャ
ンネルリストを設定してください。
ご注意

• ワンセグ放送は、お客様がいらっしゃる場所に適し

たチャンネルリストの設定にしないと、視聴するこ
とができません。ワンセグ放送を視聴するエリアが
変わったときは、チャンネルリストの設定を変更し
てください。詳しくは、「チャンネルリストの設定を
変更するには」
（122 ページ）をご覧ください。

 ワンセグの受信状態を表示します。
 視聴しているチャンネル名称を表示します。
 音量を調整します。
 次のチャンネル／前のチャンネルに切り替え
ます。
 地図画面と縮小したワンセグ視聴画面を表示
します。
 ワンセグを終了します。
 ワンセグ視聴画面／地図画面を切り替えます。
 チャンネルのシーク（検索）、番組表の確認、
録画予約、録画をします。
 字幕や音声、画面サイズなどの設定を行います。
 チャンネルリストを表示します。
 ワンセグの音量調整（）をルートガイドの音
量調整に切り替えます。
ちょっと一言

• 画面上下の表示や操作ボタンは、一定時間操作しな

ちょっと一言

• 受信できない場合は、「困ったときは」の「ワンセグの
映像が映らない。」
（161 ページ）をご覧ください。
• ワンセグの受信については、お使いの nav-u に付属
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の取扱説明書の「ワンセグの受信について」もあわせ
てご覧ください。

•

いと自動的に消えます。再度表示する場合は、画面
をタッチしてください。
ジェスチャー操作で簡単にワンセグを操作できます。
ジェスチャー操作について詳しくは、「ジェスチャー
操作一覧」
（172 ページ）をご覧ください。

ワンセグを見る

1

ホイップアンテナを引き出す。
ホイップアンテナを伸ばしきってください。
ご注意
ホイップアンテナを伸ばしきらないと、ワンセグ
の受信感度が著しく悪くなったり、ホイップアン
テナが固定されない場合があります。

2 メニューボタンをタッチする。
3 ［アプリ］タブをタッチする。
4 「ワンセグ」をタッチする。

ご注意
チャンネルリストの設定が完了しないとワンセグ
の受信ができません。

「チャンネルスキャン」
現在地で受信可能なチャンネルを自動で設
定します。
1 チャンネルスキャンが終わると「チャン
ネルリスト登録画面」が表示されます。
2 「登録」をタッチする。
3 お好みに応じ名称を変更し「確定」をタッ
チする。

地域ごとにあらかじめ登録されているチャ
ンネルを設定します。
1 地域選択画面で登録したい地域をタッチ
する。
2 「登録」をタッチする。
3 お好みに応じ名称を変更し「確定」をタッ
チする。
ちょっと一言
名称変更しない場合は選んだ地域名が登録されま
す。

ちょっと一言

• 走行中は安全のため音声のみ出力されます。映像は表
示されません。走行中にドライバー以外の人がワンセ
グを視聴する場合は、 nav-u 本体をクレードルから
はずしてご覧ください。
•「地図へ」をタッチすると、ワンセグの音声を聞きな
がら地図やルートガイドを表示できます。

ご注意

• 緊急警報放送による自動起動には対応していません。
• ワンセグの放送エリア以外では、ワンセグを視聴す
ることができません。
また、放送エリア内であっても、地形や建物などに
よって電波がさえぎられる場合や、電波の伝わりか
た、本機を置く場所や向きなどによっては、ワンセ
グを視聴できないことがあります。

ちょっと一言
名称変更しない場合は「スキャン」と登録されます。

次ページへつづく
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初めての場合のみ、チャンネルリスト初期
設定画面が表示されます。
設定方法を下記のどちらか（「チャンネルス
キャン」または「地域選択」）から選び、チャ
ンネルリストを設定してください。

「地域選択」

チャンネルリストの設定を変更するには
チャンネルリストの設定方法には「チャンネルス
キャン」、「地域選択」があります。

1

ワンセグ視聴画面で「CH リスト」を
タッチする。
チャンネルリスト画面が表示されます。

2
3

「オプション」をタッチする。
オプションメニューが表示されます。

チャンネルリストの設定方法を選ぶ。
チャンネルリストの設定方法について詳し
くは、「ワンセグを見る」
（121 ページ）の手
順 4 をご覧ください。
ちょっと一言

チャンネルを切り替える

1

チャンネルが切り替わります。

チャンネルリストから切り替えるには
設定したチャンネルリストから、視聴したいチャ
ンネルに切り替えます。

1

「チャンネル削除」をタッチしてください。

トが更新され、各チャンネルで放送中の番組名
が表示されます。

EPG（電子番組表）を表示するには

現在見ている放送局が予定している番組や番組
内容を確認できます。

1

ワンセグ視聴画面で「オプション」を
タッチする。
オプションメニューが表示されます。

2 「番組表」をタッチする。
3

2

視聴したいチャンネルをタッチする。
チャンネルが切り替わります。

シーク
（検索）
して切り替えるには
お使いの地域で受信可能な放送局を 13ch 〜
62ch の中からシークして選局します。

1

ワンセグ視聴画面で「オプション」を
タッチする。

2 「SEEK＋」または「SEEK−」をタッチす
る。

画面に「SEEK 中」と表示され、自動的に放
送局を探し始めます。
受信可能な放送局が見つかると受信を開始
します。

番組表が表示されます。

ちょっと一言

内容を確認したい番組をタッチする。

•「SEEK ＋」をタッチするとチャンネルの大きい
側へ、「SEEK −」をタッチするとチャンネルの

番組内容が表示されます。

ちょっと一言
をタッチすると、前／次のチャンネルの番
/
組表に切り替えることができます。
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ワンセグ視聴画面で「CH リスト」を
タッチする。
チャンネルリスト画面が表示されます。

• 登録したチャンネルリストを削除するには、
•「現在番組更新」をタッチするとチャンネルリス

ワンセグ視聴画面で「CH ＋」または
「CH −」をタッチする。

小さい側へスキャンを始めます。

• 受信可能な放送局が見つからない場合は、シー
クをする前に受信していた放送局に戻ります。

ご注意
スキップするチャンネル数に応じて、放送局を受信す
るまでの時間が長くなります。

ワンセグを録画する

nav-u 本体の メモリースティックデュオ ス
ロットに挿入した メモリースティックPROデュ
オ（別売）に、視聴している番組を録画すること
ができます。
また、番組表から番組を選んだり、日時を指定
して録画予約することができます。

ご注意

• 本機で録画したワンセグビデオは、パソコンなどへ
転送することはできません。

• 視聴中の番組を録画している場合、番組の終了と同
時に録画も停止します。

• 以下のときは録画ができない、録画が途中で終了す

る、または録画が正しく行われない場合があります。
– 受信状況が良くない場合
– ワンセグの受信ができない場合
– USB 接続している場合
– 本機の電池残量が少ない場合
– メモリースティック PRO デュオ の空き容量が少
ない場合
– メモリースティック PRO デュオ 以外の メモリー
スティック を挿入している場合
– すでにワンセグビデオが 3,200 件ある場合

ちょっと一言

• 録画できるワンセグビデオは 3,200 件です。
• 一度の録画で最大 8 時間録画できます。
• 本機でワンセグを録画するには以下の メモリース
ティック が使用できます。

– メモリースティック PRO デュオ

本機で使用できる メモリースティック について詳
しくは、お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「 メ
モリースティックデュオ について」をご覧ください。

視聴中の番組を録画するには

nav-u 本体の メモリースティック
デュオ スロットに メモリースティッ
ク PRO デュオ を挿入する。

2 メニューボタンをタッチする。
3 ［アプリ］タブをタッチする。
4 「ワンセグ」をタッチする。

録画中、録画ランプが赤色に点灯します。録画
ランプの位置について詳しくは、お使いの
nav-u に付属の取扱説明書の「各部の名前とは
たらき」をご覧ください。
ちょっと一言

• 録画中に本機の電源を切っても、番組の終了時間ま

•

ワンセグ視聴画面が表示されます。

5

ワンセグ視聴画面をタッチする。
操作ボタンが表示されます。

で録画は継続されます。録画の途中であっても本機
の電池残量が少なくなった場合など、録画を停止す
ることがあります。シガー電源コード（付属）または
AC アダプター（付属）で電源を供給しながら、録画す
ることをおすすめします。
音楽機能、ビデオ機能の起動中にワンセグの録画が
始まると、地図画面または録画中のワンセグ視聴画
面に切り替わります。録画中は音楽機能、ビデオ機
能を使用できません。

ご注意

6 「オプション」をタッチする。

• 録画中に現在地ボタンをタッチすると、地図画面に

7 「録画」をタッチする。

•

オプションメニューが表示されます。

録画が開始されます。

アプリケーション機能を楽しむ

1

録画中には

切り替わりますが、録画は停止されません。録画の
停止について詳しくは、「録画を停止するには」
（124
ページ）をご覧ください。
録画中は以下のアプリケーション機能は操作ができ
ません。
– 音楽機能
– ビデオ機能
次ページへつづく
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録画を停止するには

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ワンセグ」をタッチする。

ワンセグ視聴画面が表示されます。

4

6 「番組表」をタッチする。

視聴しているチャンネルの番組表が表示さ
れます。

7 録画予約したい番組をタッチする。
8 「録画予約」をタッチする。
録画予約画面が表示されます。

ワンセグ視聴画面をタッチする。

ちょっと一言
「録画設定」をタッチすると、設定した曜日に繰り
返し録画するなどの設定をすることができます。

操作ボタンが表示されます。

5 「録画停止」をタッチする。
6 「はい」をタッチする。
録画が停止されます。

9 「予約確定」をタッチする。
10 「OK」をタッチする。
録画予約が設定されます。

ちょっと一言
視聴中の番組を録画している場合、番組の終了と同時
に録画も停止します。

ご注意
録画中に現在地ボタンをタッチすると、地図画面に切
り替わりますが、録画は停止されません。

番組表から録画予約するには
番組表から番組を選んで、録画予約することが
できます。

日時を指定して録画予約するには

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ワンセグ」をタッチする。

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ワンセグ」をタッチする。

4

4

ワンセグ視聴画面が表示されます。

ワンセグ視聴画面をタッチする。
操作ボタンが表示されます。

5 「オプション」をタッチする。
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ご注意
番組表から録画予約できるのは、チャンネルリストを
設定した場合のみです。シークでチャンネルを切り替
えた場合は、番組表から録画予約できません。
チャンネルリストの設定方法について詳しくは、「チャ
ンネルリストの設定を変更するには」
（122 ページ）をご
覧ください。

ワンセグ視聴画面が表示されます。

ワンセグ視聴画面をタッチする。
操作ボタンが表示されます。

5 「オプション」をタッチする。

6 「録画予約」をタッチする。

録画予約画面が表示されます。

7 「日付指定録画予約」をタッチする。

「放送局設定」、
「録画時間設定」、
「録画設定」
で録画の条件を設定してください。
ちょっと一言
「録画設定」をタッチすると、設定した曜日に繰り
返し録画するなどの設定をすることができます。

8 「予約確定」をタッチする。
9 「OK」をタッチする。
録画予約が設定されます。

ちょっと一言

ご注意

録画予約の放送局、録画日時、毎回録画、上書
き録画の設定内容を確認、変更することができ
ます。
録画予約について詳しくは、「ワンセグを録画す
る」
（123 ページ）をご覧ください。

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ワンセグ」をタッチする。

ワンセグ視聴画面が表示されます。

4

ワンセグ視聴画面をタッチする。
操作ボタンが表示されます。

5 「オプション」をタッチする。
6 「録画予約」をタッチする。

アプリケーション機能を楽しむ

• 録画予約の確認または変更、削除について詳しくは、
「録画予約を確認／変更する」
（125 ページ）、「録画予
約を取り消すには」
（127 ページ）をご覧ください。
• 本機では、最大 100 件まで録画予約できます。

録画予約を確認／変更する

録画予約画面が表示されます。

• 録画が開始されるまでに、充分な空き容量がある メ
モリースティック PRO デュオ を nav-u 本体の メ

•

•
•

モリースティックデュオ スロットに挿入してくださ
い。 メモリースティック PRO デュオ が挿入されて
いない場合、録画が開始されません。
録画予約の時間が重複していると、「別の予約と重複
しています。録画予約リストを確認してください。」
が表示されます。「OK」を選ぶと、選んだ予約が優先
されます。
複数のチャンネルリストをお使いになる場合は、録
画を実行する地域のチャンネルリストで録画予約の
設定を行ってください。
録画終了時刻と次の録画開始時刻が同じときは、前
の予約の最終部は録画されません。

次ページへつづく
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7 「録画予約リスト」をタッチする。
予約リストが表示されます。

8

ちょっと一言
録画の時間が重複している予約には、予約重複ア
が表示されます。
イコン

変更したい「録画予約」をタッチする。
録画予約画面が表示されます。
「放送局設定」、
「録画時間設定」、
「録画設定」
で録画の条件を設定してください。
ちょっと一言
録画設定画面では、以下の項目を選ぶことができ
ます。
：設定した曜日に繰り返し録画
•「毎回録画設定」
するなどの設定をすることができます。詳しく
は、「番組を毎回録画する」
（126 ページ）をご覧
ください。
：
「ON」に設定すると、毎回録
•「上書き録画設定」
画の録画実行時に古い回を自動的に削除し、新
しい回を録画します。毎回録画設定を「毎回録
画しない」に設定していると選べません。

9 「予約確定」をタッチする。
予約の変更が反映されます。

番組を毎回録画する
連続ドラマなどの番組が毎回録画されるように
録画予約します。

1

録画予約画面で「録画設定」をタッチす
る。

2 「毎回録画設定」で録画する曜日などを
設定する。

3 「上書き録画設定」で「ON」または
「OFF」を選ぶ。

をタッチする。
4
5 「予約確定」をタッチする。
6 画面に従って設定する。
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ちょっと一言

• 手順 3 で「ON」を選ぶと、前回の番組に上書きして保

存されます。
• 手順 2 で「毎回録画しない」を選ぶと、毎回録画を解除
できます。
•「毎回録画設定」で指定できる曜日は１つのみです。
2 つ以上の曜日を指定したい場合は、曜日ごとに別途
設定してください。

ご注意
毎回録画したい場合は「録画設定」と「録画時間設定」の
曜日を合わせてください。異なる曜日を指定した場合、
初回のみ「録画時間設定」で指定した日時で録画されま

9

削除したい録画予約をタッチする。
ちょっと一言
予約削除リスト画面では、以下の項目を選ぶこと
ができます。
：すべての録画予約を選びます。
•「全選択」
：録画予約の選択をすべて解除します。
•「クリア」

10 「削除」をタッチする。
11 「はい」をタッチする。

録画予約が削除されます。

す。

ご注意

録画予約を取り消すには

• 本機で録画したワンセグビデオは、パソコンなどへ

1
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ワンセグ」をタッチする。

• 以下のときは録画ができない、録画が途中で終了す

メニューボタンをタッチする。

転送することはできません。

4

ワンセグ視聴画面をタッチする。
操作ボタンが表示されます。

5 「オプション」をタッチする。
6 「録画予約」をタッチする。
録画予約画面が表示されます。

7 「録画予約リスト」をタッチする。

•

録画予約リスト画面が表示されます。

8 「予約削除」をタッチする。

予約削除リスト画面が表示されます。
ちょっと一言
録画の時間が重複している予約には、予約重複ア
が表示されます。
イコン
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アプリケーション機能を楽しむ

ワンセグ視聴画面が表示されます。

る、または録画が正しく行われない場合があります。
– 受信状況が良くない場合
– ワンセグの受信ができない場合
– USB 接続している場合
– 本機の電池残量が少ない場合
– メモリースティックPROデュオ の空き容量が少な
い場合
– メモリースティック PRO デュオ 以外の メモリー
スティック を挿入している場合
– すでにワンセグビデオが 3,200 件ある場合
録画中は以下のアプリケーション機能は使えません。
以下の操作中に、ワンセグの録画が開始されると、録
画ランプが赤色に点灯し、地図画面または録画中のワ
ンセグ視聴画面に切り替わります。
– 音楽機能
– ビデオ機能

録画した番組
（ワンセグビデオ）
を再生する

1

nav-u 本体の メモリースティック
デュオ スロットに メモリースティッ
ク PRO デュオ を挿入する。

2
3 ［アプリ］タブをタッチする。
4 「ビデオ」をタッチする。

ビデオ再生画面が表示されます。

準備するには（ペアリング）

再生したいフォルダー名、またはビデ
オ名（ファイル名）をタッチする。

ちょっと一言
（137
• ビデオ機能について詳しくは、「ビデオを見る」
ページ）をご覧ください。

• ジェスチャー操作で簡単にビデオ機能の操作ができ

ます。ジェスチャー操作について詳しくは、「ジェス
チャー操作一覧」
（172 ページ）をご覧ください。

ご注意

• 走行中は安全のため音声のみ出力され、映像は表示

•
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ちょっと一言
ワンセグの音声を、Bluetooth 接続した機器で聞くに
は、Bluetooth 機器がワンセグ音声（SCMS-T）に対応し
ている必要があります。Bluetooth 機器の Bluetooth
通信について詳しくは、お使いの Bluetooth 機器の取
扱説明書をご覧ください。

リスト画面が表示されます。
再生中（ 一時停止中）のビデオ
フォルダー

•

ワンセグの音声を Bluetooth 接続した機器で聞
くことができます。

メニューボタンをタッチする。

5 「リスト」をタッチする。
6

Bluetooth 通信で音声を聞く
（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）

されません。走行中にドライバー以外の人が録画し
たビデオを視聴する場合は、 nav-u 本体をクレード
ルからはずしてご覧ください。
録画時の受信状況によっては、コマ落ちなどが発生
する可能性があります。
ヘッドホンジャックにヘッドホンをつなぐと、
nav-u 本体のスピーカーから音は出ません。

Bluetooth 接続するには、対応機器同士をあら
かじめ登録しておく必要があります。
この登録のことをペアリングといいます。

ペアリングについて詳しくは、「Bluetooth 機器
を登録する（ペアリング）」
（116 ページ）をご覧く
ださい。

音声の出力先を Bluetooth 機器に切り替
えるには
ワンセグの音声を、Bluetooth 接続したカーオー
ディオで聞くことができます。
ワンセグを起動する前に、カーオーディオの音
量を下げてください。
ご注意
本機の操作をする前に以下のことを確認してください。
• 接続する Bluetooth 機器の電源が入っている。
• 本機と、接続する Bluetooth 機器のペアリングが完了
している。
（116 ページ）
• 接続する Bluetooth 機器のプロファイルが、本機の
プロファイルに対応している。（お使いの nav-u に
付属の取扱説明書の「Bluetooth 無線技術について」を
ご覧ください。）

1

本機の Bluetooth 機能が起動している
か確認する。

Bluetooth 機能が起動している場合、
Bluetooth ランプが青色に点灯します。
ちょっと一言

Bluetooth 機能を起動するには、メニューボタン
→［設定］タブ→「設定」→「Bluetooth 設定」→
（113 ページ）を「ON」にしてく
「Bluetooth 電源」
ださい。

1

ワンセグ視聴画面で「設定」をタッチ
する。
設定メニューが表示されます。

項目

設定

「字幕表示」

字幕の表示を「OFF」、「字幕 1」、
「字幕 2」から選べます。

「二重音声」

音声を「主音声」、「副音声」、
「主＋副音声」から選べます。

「音声信号」

音声信号を「第 1 音声」、「第 2 音声」
から選べます。

「画面サイズ」

画面の表示を「オリジナル」、
「フル」
から選べます。

「音声転送レート
（ADP）」
（NV-UVT/

Bluetooth 通信で転送する音声

レートを「音質優先」、「標準」、
「安定性優先」から選べます。

アプリケーション機能を楽しむ

2 メニューボタンをタッチする。
3 ［設定］タブをタッチする。
4 「設定」をタッチする。
5 「Bluetooth設定」をタッチする。
6 「音声出力先の選択」をタッチする。
7 Bluetooth接続する機器をタッチする。
8 ワンセグ機能を起動する。

設定を変更する（設定メニュー）

UV/UVT/
UV/UV の

み）

カーオーディオから音声が出力されます。

音声の出力先を nav-u 本体のスピーカー
に切り替えるには

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［設定］タブをタッチする。
3 「設定」をタッチする。
4 「Bluetooth設定」をタッチする。
5 「音声出力先の選択」をタッチする。
6 「本体スピーカー」をタッチする。

Bluetooth 接続が切断され、 nav-u 本体
のスピーカーから音声が出力されます。
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ガイドブックを見る
こんなことができます

スポット詳細画面
スポットセレクト画面でお好みのスポットを選
ぶと下記のような画面が表示されます。

ドライブに役立つ情報をまとめたガイドブック
を閲覧したり、目的地に設定できます。
本機にあらかじめ収録されているガイドブック
の他、「PetaMap」* のホームページからダウン
ロードして、 nav-u 本体や メモリースティッ
クデュオ（別売）に保存したガイドブックも
利用できます。

* nav-u 向けの「PetaMap」を利用したサービスは、
2014 年 6 月 30 日をもって終了します。
ちょっと一言

• トラベル、グルメ、レジャーなどドライブに役立つ

情報をまとめたものをガイドブックといいます。
ガイドブックに収録されている場所をスポットとい
います。
• ダウンロードしたガイドブックを本機で表示するに
は以下の メモリースティック が使用できます。
– メモリースティックデュオ
– メモリースティック PRO デュオ
本機で使用できる メモリースティック について詳
しくは、お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「 メ
モリースティックデュオ について」をご覧ください。
•「PetaMap」について詳しくは、下記のホームページ
をご覧ください。

http://petamap.jp/

 スポット名、スポット画像、各種情報、紹介
文が表示されます。
各項目をタッチすると全画面表示します。
 スポット周辺の地図を表示します。
 前ページのスポット詳細情報を表示します。
 現在のページ／全ページ数を表示します。
 次ページのスポット詳細情報を表示します。
 スポットセレクト画面に戻ります。
ちょっと一言

• スポットが複数ある場合には、画面下部の操作ボタ
ンでページを切り替えることができます。

• スポット名、スポット画像、各種情報、紹介文をタッ
チすると、全画面表示できます。全画面表示をして
いる場合には、以下の操作ができます。
：文字サイズを「大」、「中」、「小」に変更
–
：ページの切り替え
–
/

（NV-U37/U35 は
）
：全画面表示を終了
–
• ジェスチャー操作で簡単にページ送りができます。

ジェスチャー操作について詳しくは、「ジェスチャー
操作一覧」
（172 ページ）をご覧ください。
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ガイドブックを表示する

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ガイドブック」をタッチする。
4 画面に従ってガイドブックをタッチす

スポットを目的地に設定するには

1

スポット詳細画面で「地図へ」を
タッチする。

る。

ちょっと一言

• エリアが表示された場合は、閲覧したいエリア

5

スポットセレクト画面のスポットリス
トから、閲覧したいスポットをタッチ
する。
スポット詳細画面が表示されます。
ちょっと一言
スポットを並べ替えるには「名前順」、「ジャンル
順」、「最寄順」をタッチしてください。

2 「ここへ行く」をタッチする。

ルート探索結果画面が表示されます。
一定時間操作がない場合は、画面が切り替
わります。

スポットをアイコン表示するには
ドライブの目印になるように、スポットを地図
上にアイコンで表示できます（最大 1,000 件）。

アプリケーション機能を楽しむ

をタッチしてください。
• ガイドブックを並べ替えるには「名前順」、「ジャ
ンル順」
、
「更新日時順」
をタッチしてください。
（並べ替えの対象は、アイコン＋ブック名で表示
されるブックのみです。
）
• ガイドブックが保存されている メモリース
ティックデュオ が nav-u 本体の メモリース
ティックデュオ スロットに挿入されている場
、
「本体＋M.S.」
合は、画面左下の「本体」
、
「M.S.」
をタッチすると、参照先を切り替えることがで
きます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ガイドブック」をタッチする。
4 ブックセレクト画面で「地図表示」を
タッチする。

5

表示したいスポットを含むガイドブッ
クをタッチする。
ちょっと一言
ガイドブックは最大 10 件まで選べます。

ご注意
地図上に表示できるスポットのアイコンは最大
1,000 件です。1,000 件を超える場合、ガイドブッ
クの選択件数が 10 件未満でも、ガイドブックを
選べません。
次ページへつづく
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6

現在地ボタンをタッチする。
スポットが地図上にアイコン表示されます。
ちょっと一言
地図画面上のアイコンをタッチすると、タッチし
た地点が地図の中央に移動し、スポットの名称と
「詳細情報」が表示されます。「詳細情報」をタッチ
すると、スポット詳細画面が表示されます。

音楽を聞く
こんなことができます
メモリースティックデュオ（別売）
に MP3 形式、
WAV 形式、AAC 形式 *、ATRAC 形式 *、WMA 形
式 * の音楽ファイルを転送すると、音楽を聞くこ

ちょっと一言

とができます。

• nav-u ツール（PC アプリケーション）を使用してガイ

再生できる音楽ファイルの形式について詳しく
は、「再生できる音楽ファイル」
（133 ページ）を
ご覧ください。

http://www.sony.jp/support/nav-u/
• PSP 専用ソフトウェア「みんなのナビ」、「みんなの地
または
「みんなの地図 2 地域版」
シリーズ、
「みん
図 2」
、
「ニッポンのあそこで」
で使用している
なの地図 3」

* 著作権保護されているファイルは再生できません。

ドブックを転送することができます。
nav-u ツールは下記のサポートページからダウンロー
ドし、インストールしてください。

•

メモリースティックデュオ を、そのまま本機で使用
できます。
ジェスチャー操作で簡単にページ送りができます。
ジェスチャー操作について詳しくは、「ジェスチャー
操作一覧」
（172 ページ）をご覧ください。

ちょっと一言

• 本機で音楽を再生するには以下の メモリースティッ
ク が使用できます。
– メモリースティックデュオ
– メモリースティック PRO デュオ

本機で使用できる メモリースティック について詳
しくは、お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「 メ
モリースティックデュオ について」をご覧ください。
• 本機で再生した音楽ファイルの音声を、Bluetooth 機
器から聞くことができます。詳しくは、「Bluetooth
通信で音声を聞く」
（135 ページ）をご覧ください。
（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）

ご注意

• 音楽ファイルを nav-u 本体に直接転送しても、再生
できません。

• 音楽ファイルは、個人として楽しむほかは、著作権
法上、権利者に無断で使用できません。

• ヘッドホンジャックにヘッドホンをつなぐと、
nav-u 本体のスピーカーから音は出ません。
• 音楽機能の起動中に、ワンセグの録画（NV-U97VT/
U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）が始
まると、録画ランプが赤色に点灯し、地図画面また
は録画中のワンセグ視聴画面に切り替わります。録
画中は、音楽機能を使用できません。
ワンセグの録画について詳しくは、「ワンセグを録画
する」
（123 ページ）をご覧ください。
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音楽ファイルを転送する
メモリースティックデュオ へ音楽ファイルを
転送するには、Windows のエクスプローラーで
音楽ファイルをドラッグ＆ドロップします。
以下の手順で転送してください。

1

パソコンに音楽ファイルを用意する。

2

nav-u 本体の メモリースティック
デュオ スロットに メモリースティッ
クデュオ を挿入する。

3

付属の USB ケーブルで
パソコンに接続する。

再生できる音楽ファイルについて詳しくは、
下記の「再生できる音楽ファイル」をご覧く
ださい。

nav-u 本体を

4 パソコンの「コンピューター」を開く。
5 「リムーバブルディスク」を開く。
6 音楽ファイルをコピーする。

* 著作権保護されているファイルは再生できません。
ちょっと一言

• 音楽ファイルをジャンルなどで分類したい場合は、
再生できる音楽ファイル
本機では、以下の音楽ファイルを再生できます。
– MP3 形式
– 拡張子：mp3
– サンプリング周波数：32/44.1/48kHz
– ビットレート：32kbps 〜 320kbps、可変ビット
レート（VBR）対応

「リムーバルディスク」の中にフォルダーを作成し、
その中に分類したい音楽ファイルを転送してくださ
い。
• 1 フォルダーあたり 400 ファイルまで転送できます。

ご注意
すべてのエンコーダーには対応していません。
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アプリケーション機能を楽しむ

パソコンに nav-u 本体（「Sony nav-u」）と
メモリースティックデュオ（「リムーバブ
ルディスク」）が認識されます。

– ATRAC 形式 *
– 拡張子：oma
– サンプリング周波数：44.1kHz
– ビットレート：48kbps 〜 352kbps（66、105、
132kbps は ATRAC3）
– 非暗号化ファイルのみ
– ATRAC Advanced Lossless 形式 *
– 拡張子：oma
– サンプリング周波数：44.1kHz
– ビットレート：64kbps 〜 352kbps（132kbps は
ATRAC3 base layer）
– 非暗号化ファイルのみ
– WMA 形式 *
– 拡張子：wma
– サンプリング周波数：44.1kHz
– ビットレート：32kbps 〜 192kbps、可変ビット
レート（VBR）対応
– リニア PCM 形式
– 拡張子：wav
– サンプリング周波数：44.1kHz
– ビットレート：1,411kbps
– AAC 形式 *
– 拡張子：m4a、3gp
– サンプリング周波数：8/11.025/12/16/22.05/24/
32/44.1/48kHz
– ビットレート：16kbps 〜 320kbps、可変ビット
レート（VBR）対応
– HE-AAC 形式 *
– 拡張子：m4a、3gp
– サンプリング周波数：24kHz
– ビットレート：32kbps 〜 144kbps、可変ビット
レート（VBR）対応

音楽再生画面

音楽を再生する
メモリースティックデュオ に保存されている
音楽ファイルを再生します。
曲の再生中に音楽機能を終了していた場合、前
回中断した箇所から再生を開始します。

1

 曲の再生状況（経過時間、再生の進行度、
総再生時間）が表示されます。
 音楽再生の設定（リピート、シャッフル）が
表示されます。
 音量を調整します。
 再生中の曲の情報（曲名、アーティスト名、
アルバム名、曲順、ジャケット写真）が表示
されます。

：再生中の曲を頭出し再生します。
再生時間が 3 秒未満の場合、前の曲を頭
出し再生します。
：再生を始めます。再生中にタッチすると
一時停止します。
：次の曲を頭出し再生します。
 音楽機能を終了します。
 音楽再生画面／地図画面を切り替えます。
 リピート、シャッフルの設定や曲の詳細情報
を表示します。
 Bluetooth 通信の転送レートを設定します。
（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75のみ）
 リストを表示します。
 音楽再生の音量調整（）をルートガイドの音
量調整に切り替えます。
ちょっと一言
ジェスチャー操作で簡単に音楽機能の操作ができます。
ジェスチャー操作について詳しくは、「ジェスチャー操
作一覧」
（172 ページ）をご覧ください。
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nav-u 本体の メモリースティック
デュオ スロットに メモリースティッ
クデュオ を挿入する。

2 メニューボタンをタッチする。
3 ［アプリ］タブをタッチする。
4 「音楽」をタッチする。

音楽再生画面が表示され、音楽ファイルが
再生されます。

曲を選んで再生するには

1

音楽再生画面で「リスト」をタッチする。
リスト画面が表示されます。
再生中（ 一時停止中）の音楽
フォルダー
ちょっと一言

• 音楽ファイルを並べ替えるには、「オプション」

→「並べ替え」から、「ファイル名順」、「日時（古
い順）」、
「日時（新しい順）」、
「タイトル（A → Z）」、
「タイトル（Z → A）」をタッチしてください。
• 表示形式を切り替えるには、「オプション」→
「一覧表示形式」→「リスト」、「縮小表示」または
「縮小表示付リスト」をタッチしてください。

2

再生したいフォルダー名、または曲名
（ファイル名）をタッチする。

音楽再生中にナビゲーションを使うには

1
2

音楽を再生する。
現在地ボタンをタッチする。
音楽を再生したまま地図画面が表示されま
す。

Bluetooth 通信で音声を聞く
（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）
本機で再生した音楽を Bluetooth 接続した機器
で聞くことができます。
ちょっと一言

Bluetooth 機器の Bluetooth 通信について詳しくは、
お使いの Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。

準備するには（ペアリング）

Bluetooth 接続するには、対応機器同士をあら
かじめ登録しておく必要があります。
この登録のことをペアリングといいます。

をタッチすると音楽再生を停止します。

ちょっと一言

• 音楽再生画面から地図表示に切り替えるには、

音声の出力先を Bluetooth 機器に切り替
えるには
本機で再生した音楽を、Bluetooth 接続したカー
オーディオで聞くことができます。
音楽を再生する前に、カーオーディオの音量を
下げてください。
ご注意
本機の操作をする前に以下のことを確認してください。
• 接続する Bluetooth 機器の電源が入っている。
• 本機と、接続する Bluetooth 機器のペアリングが完了
している。
（116 ページ）
• 接続する Bluetooth 機器のプロファイルが、本機の
プロファイルに対応している。（お使いの nav-u に
付属の取扱説明書の「Bluetooth 無線技術について」を
ご覧ください。）

1

本機の Bluetooth 機能が起動している
か確認する。

Bluetooth 機能が起動している場合、
Bluetooth ランプが青色に点灯します。
ちょっと一言

Bluetooth 機能を起動するには、メニューボタン
→［設定］タブ→「設定」→「Bluetooth 設定」→
（113 ページ）を「ON」にしてく
「Bluetooth 電源」
ださい。

次ページへつづく
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アプリケーション機能を楽しむ

「地図へ」をタッチします。地図画面から音楽再
生画面に切り替えるには、画面下部のツール
バーの「表示切替」→「再生画面」をタッチします。
をタッチすると音楽再生を再開します。
•

ペアリングについて詳しくは、「Bluetooth 機器
を登録する（ペアリング）」
（116 ページ）をご覧く
ださい。

設定を変更する（オプション／設定メニュー）
2 メニューボタンをタッチする。
オプションメニューを表示するには
3 ［設定］タブをタッチする。
音楽再生の設定を変更したり、音楽ファイルの
4 「設定」をタッチする。
詳細情報を表示します。
5 「Bluetooth設定」をタッチする。
1 音楽再生画面で「オプション」をタッチ
する。
6 「音声出力先の選択」をタッチする。
オプションメニューが表示されます。
7 Bluetooth接続する機器をタッチする。
項目
設定
8 音楽ファイルを再生する。
カーオーディオから音声が出力されます。

「リピート」
*

「ALL」
： メモリースティックデュ
オ にあるすべての曲を繰り返し再
生します。
：再生中のフォルダーにあるす
べての曲を繰り返し再生します。
：再生中の曲を繰り返し再生し
「1」
ます。

「シャッフル」

：再生範囲のすべての曲を
「SHUF」
順不同に再生します。
表示なし：再生範囲のすべての曲を
順に繰り返し再生します。

音声の出力先を nav-u 本体のスピーカー
に切り替えるには

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［設定］タブをタッチする。
3 「設定」をタッチする。
4 「Bluetooth設定」をタッチする。
5 「音声出力先の選択」をタッチする。
6 「本体スピーカー」をタッチする。

Bluetooth 接続が切断され、 nav-u 本体
のスピーカーから音声が出力されます。

「詳細情報」

* 最大 3,000 曲まで可能です。

設定メニューを表示するには
（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/
U75V/U75 のみ）
音楽機能全体の設定を変更します。

1

音楽再生画面で「設定」をタッチする。
設定メニューが表示されます。

項目
「音声転送レート
（ADP）」
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再生中の曲の詳細情報を表示します。

設定

Bluetooth 通信で転送する音声

レートを「音質優先」、「標準」、
「安定性優先」から選べます。

ビデオを見る
こんなことができます
メモリースティックPRO デュオ（別売）
にワンセ
グを録画したり
（NV-U97VT/U97V/U77VT/
U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）、パソコンやソ
ニー製のブルーレイレコーダーからビデオファイ
ルを転送すると、ビデオを見ることができます。
走行中は安全のため音声のみ出力され、映像は
表示されません。走行中にドライバー以外の人
がビデオを視聴する場合は、 nav-u 本体をク
レードルからはずしてご覧ください。
再生できるビデオファイルの形式について詳し
くは、
「再生できるビデオファイル」
（138 ページ）
をご覧ください。

• ワンセグの録画について詳しくは、「ワンセグを録画
する」
（123 ページ）をご覧ください。（NV-U97VT/
U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）
• ブルーレイディスクレコーダーから メモリース
ティック PRO デュオ へ転送したデータを再生できま

す（おでかけ転送）。「おでかけ転送」について詳しく
は、お使いのブルーレイディスクレコーダーの取扱
説明書をご覧ください。
• ソニー製のブルーレイディスクレコーダーや VAIO の
「Giga Pocket Digital」で録画したビデオファイルを
転送する場合は、 メモリースティック PRO デュオ
をお使いください。
• 本機でビデオを録画・再生するには以下の メモリー
スティック が使用できます。
– メモリースティックデュオ
– メモリースティック PRO デュオ
ただし、おでかけ転送、ワンセグ録画（NV-U97VT/
U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）で使
用できるのは メモリースティック PRO デュオ のみ
です。
本機で使用できる メモリースティック について詳
しくは、お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「 メ
モリースティックデュオ について」をご覧ください。

ご注意

• ビデオファイルを nav-u 本体に直接転送しても、再
生できません。

• ビデオ機能の起動中に、ワンセグの録画（NV-U97VT/
U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）が始
まると、録画ランプが赤色に点灯し、地図画面また
は録画中のワンセグ視聴画面に切り替わります。録
画中は、ビデオ機能を使用できません。ワンセグの
録画について詳しくは、「ワンセグを録画する」
（123
ページ）をご覧ください。

ビデオファイルを転送する
メモリースティックデュオ へビデオファイル
を転送するには、Windows のエクスプローラー
でビデオファイルをドラッグ＆ドロップします。
以下の手順で転送してください。

1

パソコンにビデオファイルを用意する。

2

nav-u 本体の メモリースティック
デュオ スロットに メモリースティッ
クデュオ を挿入する。

3

付属の USB ケーブルで
パソコンに接続する。

再生できるビデオファイルについて詳しく
は、
「再生できるビデオファイル」
（138 ペー
ジ）をご覧ください。

nav-u 本体を

パソコンに nav-u 本体（「Sony nav-u」）と
メモリースティックデュオ（「リムーバブ
ルディスク」）が認識されます。

4 パソコンの「コンピューター」を開く。
5 「リムーバブルディスク」を開く。
次ページへつづく
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ちょっと一言

• 本機で再生したビデオファイルの音声を、Bluetooth
機器から聞くことができます。詳しくは、
「Bluetooth
通信で音声を聞く」
（140 ページ）をご覧ください。
（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）

6

ビデオファイルをコピーする。

ビデオ再生画面
操作ボタンが表示されていないときは、画面を
タッチしてください。

再生できるビデオファイル
本機では、以下のビデオファイルを再生できます。
• 最大画サイズ
WQVGA（480 × 272）
• 形式
– お出かけ転送 *
– 拡張子：mgv、mp4
– ワンセグビデオ（
* 録画機：NV-U97VT/U97V/
U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V、PSP）
– 拡張子：ets
– AVC Baseline Level 3 形式
– 拡張子：mp4、m4v
– 最大ビットレート：10 Mbps
– MPEG4 Simple Profile 形式
– 拡張子：mp4、m4v
– 最大ビットレート：平均 4 Mbps
（ピーク時 6 Mbps）
– VC1 Simple Profile/Main Profile 形式
– 拡張子：wmv
– 最大ビットレート：平均 3 Mbps
（ピーク時 6 Mbps）
* おでかけ転送、ワンセグ録画で使用できるのは、 メ
モリースティック PRO デュオ のみです。

ちょっと一言

• ビデオファイルをタイトルなどで分類したい場合は、
「リムーバルディスク」の中にフォルダーを作成し、
その中に分類したいビデオファイルを転送してくだ
さい。
• 1 フォルダーあたり 999 ファイルまで転送できます。

ご注意
すべてのエンコーダーには対応していません。
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 ビデオの再生状況（早見再生、経過時間、再
生の進行度、総再生時間）が表示されます。
 ビデオ再生の設定（リピートなど）が表示され
ます。
 音量を調整します。
：再生中のビデオを頭出し再生します。
再生時間が 3 秒未満の場合、前のビデオを
頭出し再生します。
：7 秒前に戻って再生します。
：再生を始めます。再生中にタッチすると
一時停止します。
：13 秒先にスキップして再生します。
：次のビデオを頭出し再生します。
 地図画面と縮小したビデオ再生画面を表示し
ます。（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/
U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）
 ビデオ機能を終了します。
 ビデオ再生画面／地図画面を切り替えます。
 早見再生、リピートなどの設定やビデオの
詳細情報を表示します。
 画面サイズなどの設定や、Bluetooth 通信の
転送レートを設定します。（NV-U77VT/
U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）
 リストを表示します。
 ビデオ再生の音量調整（）をルートガイドの
音量調整に切り替えます。


ちょっと一言

• 画面上下の表示や操作ボタンは、一定時間操作しな
•

いと自動的に消えます。再度表示する場合は、画面
をタッチしてください。
ジェスチャー操作で簡単にビデオ機能の操作ができ
ます。ジェスチャー操作について詳しくは、「ジェス
チャー操作一覧」
（172 ページ）をご覧ください。

2

再生したいフォルダー名、またはタイ
トル名（ファイル名）をタッチする。

ちょっと一言

• おでかけ転送や、ワンセグ録画（NV-U97VT/U97V/
U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）したビデオ
ファイルは以下のフォルダーに保存されています。

ビデオを再生する
メモリースティックデュオ に保存されている
ビデオファイルを再生します。
ビデオファイルの再生中にビデオ機能を終了し
ていた場合、前回中断した箇所から再生を開始
します。

1

–「MP_ROOT」フォルダー：アナログ放送をおでかけ

nav-u 本体の メモリースティック

転送したビデオファイル

–「MPE_ROOT」フォルダー：デジタル放送をお出か

デュオ スロットに メモリースティッ
クデュオ を挿入する。
•

ビデオ再生画面が表示されます。

ビデオを選んで再生するには

1

ビデオ再生画面で「リスト」をタッチ
する。
リスト画面が表示されます。
再生中（ 一時停止中）のビデオ
フォルダー

ご注意

• 走行中は安全のため音声のみ出力され、映像は表示

•
•

されません。走行中にドライバー以外の人が録画し
たビデオを視聴する場合は、 nav-u 本体をクレード
ルからはずしてご覧ください。
ビデオファイルによっては、コマ落ちなどが発生す
る可能性があります。
ヘッドホンジャックにヘッドホンをつなぐと、
nav-u 本体のスピーカーから音は出ません。

ちょっと一言

• ビデオファイルを並べ替えるには、「オプショ

ン」→「並べ替え」から、「ファイル名順」、「日時
（古い順）」、
「日時（新しい順）」、
「タイトル（A →
Z）」、「タイトル（Z → A）」をタッチしてください。
• 表示形式を切り替えるには、「オプション」→
「一覧表示形式」→「リスト」、「縮小表示」または
「縮小表示付リスト」をタッチしてください。
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2 メニューボタンをタッチする。
3 ［アプリ］タブをタッチする。
4 「ビデオ」をタッチする。

け転送したビデオファイル、ワンセグ録画
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/
U75V のみ）したビデオファイル
ジェスチャー操作で簡単にビデオファイルの頭出し
などができます。ジェスチャー操作について詳しく
は、「ジェスチャー操作一覧」
（172 ページ）をご覧くだ
さい。

ビデオファイルを削除する

1

nav-u 本体の メモリースティック
デュオ スロットに メモリースティッ
クデュオ を挿入する。

2
3 ［アプリ］タブをタッチする。
4 「ビデオ」をタッチする。

メニューボタンをタッチする。

ビデオ再生画面が表示されます。

5

ビデオ再生画面をタッチする。
操作ボタンが表示されます。

6 「オプション」をタッチする。

オプションメニューが表示されます。

7 「削除」をタッチする。

確認画面が表示されます。

8 「OK」をタッチする。

ビデオファイルが削除されます。

Bluetooth 通信で音声を聞く
（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）
本機で再生したビデオの音声を Bluetooth 接続
した機器で聞くことができます。
ちょっと一言

Bluetooth 機器の Bluetooth 通信について詳しくは、
お使いの Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。

準備するには（ペアリング）

Bluetooth 接続するには、対応機器同士をあら
かじめ登録しておく必要があります。
この登録のことをペアリングといいます。

ペアリングについて詳しくは、「Bluetooth 機器
を登録する（ペアリング）」
（116 ページ）をご覧く
ださい。

音声の出力先を Bluetooth 機器に切り替
えるには
本機で再生したビデオファイルの音声を、
Bluetooth 接続したカーオーディオで聞くこと
ができます。
ビデオを再生する前に、カーオーディオの音量
を下げてください。
ご注意
本機の操作をする前に以下のことを確認してください。
• 接続する Bluetooth 機器の電源が入っている。
• 本機と、接続する Bluetooth 機器のペアリングが完了
している。
（116 ページ）
• 接続する Bluetooth 機器のプロファイルが、本機の
プロファイルに対応している。（お使いの nav-u に
付属の取扱説明書の「Bluetooth 無線技術について」を
ご覧ください。）
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1

本機の Bluetooth 機能が起動している
か確認する。

Bluetooth 機能が起動している場合、
Bluetooth ランプが青色に点灯します。
ちょっと一言

Bluetooth 機能を起動するには、メニューボタン
→［設定］タブ→「設定」→「Bluetooth 設定」→
（113 ページ）を「ON」にしてく
「Bluetooth 電源」
ださい。

オプションメニューを表示するには
ビデオ再生の設定を変更したり、ビデオファイ
ルの詳細情報を表示します。

1

ビデオ再生画面で「オプション」をタッ
チする。
オプションメニューが表示されます。

項目
「早見再生」
*

「× 1.25」
：1.25 倍速で再生します。
：1.5 倍速で再生します。
「× 1.5」
表示なし：通常の速度で再生します。

「リピート」

： メモリースティックデュ
「ALL」
オ にあるすべてのビデオを繰り返
し再生します。
：再生中のフォルダーにあるす
べてのビデオを繰り返し再生しま
す。
：再生中のビデオを繰り返し再
「1」
生します。

「シャッフル」

「SHUF」
：再生範囲のすべてのビデ
オを順不同に再生します。
表示なし：再生範囲のすべてのビデ
オを順に再生します。

カーオーディオから音声が出力されます。

音声の出力先を nav-u 本体のスピーカー
に切り替えるには

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［設定］タブをタッチする。
3 「設定」をタッチする。
4 「Bluetooth設定」をタッチする。
5 「音声出力先の選択」をタッチする。
6 「本体スピーカー」をタッチする。

設定

アプリケーション機能を楽しむ

2 メニューボタンをタッチする。
3 ［設定］タブをタッチする。
4 「設定」をタッチする。
5 「Bluetooth設定」をタッチする。
6 「音声出力先の選択」をタッチする。
7 Bluetooth接続する機器をタッチする。
8 ビデオファイルを再生する。

設定を変更する（オプション／設定メニュー）
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/
U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）

「詳細情報」

ビデオファイルの詳細情報を表示
します。

「削除」

選んだビデオファイルを メモリー
スティックデュオ から削除します。

* ビットレートが高いビデオファイルでは早見再生で
きない場合があります。

Bluetooth 接続が切断され、 nav-u 本体
のスピーカーから音声が出力されます。

次ページへつづく
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設定メニューを表示するには
ビデオ機能全体の設定を変更します。

1

ビデオ再生画面で「設定」をタッチする。
設定メニューが表示されます。

項目
「画面サイズ」

設定
「ノーマル」*：アスペクト比を保ち
画面サイズに合わせて表示します。
「フル」*：アスペクト比を保ち上下
または左右をカットして、画面いっ
ぱいに表示します。
「オリジナル」
：元の画像サイズのま
ま表示します。

設定を変更する
（オプションメニュー）
（NV-U37/U35 のみ）

1

ビデオ再生画面で「オプション」をタッ
チする。
オプションメニューが表示されます。

項目
「設定」

「字幕表示設定
字幕の表示を「OFF」
、「字幕 1」、
（ワンセグビデオ）
」 「字幕 2」から選べます。
「二重音声
（ワンセグビデオ）
」

音声を「主音声」、「副音声」、「主＋
副音声」から選べます。

「音声信号
（ワンセグビデオ）
」

音声信号を「第 1 音声」、「第 2 音声」
から選べます。

「音声転送レート
（A2DP）
」
（NV-U77VT/

Bluetooth 通信で転送する音声

レートを「音質優先」、「標準」、
「安定性優先」から選べます。

画面と音声のずれを調整します。

U77V/U76VT/
U76V/U75V/
U75 のみ）

* ビデオファイルによっては本機の負荷が大きくなる
ことがあります。このような場合、画面サイズが自
動的に「オリジナル」に切り替わります。

「画面サイズ」 「ノーマル」*1：アスペクト
比を保ち画面サイズに合わ
せて表示します。
「フル」*1：アスペクト比を
保ち上下または左右をカッ
トして、画面いっぱいに表
示します。
「オリジナル」
：元の画像サ
イズのまま表示します。
「字幕表示設
定（ワンセ
グビデオ）」

U77V/U76VT/
U76V/U75V/
U75 のみ）

「画音同期調整
（A2DP）」
（NV-U77VT/

設定

字幕の表示を「OFF」、「字
幕1」
「字幕2」から選べます。
、

「二重音声
（ワンセグ
ビデオ）」

音声を「主音声」、「副音声」、
「主＋副音声」から選べます。

「音声信号
（ワンセグ
ビデオ）」

音声信号を「第 1 音声」、
「第 2 音声」から選べます。

「詳細情報」

ビデオファイルの詳細情報を表示します。

「削除」

選んだビデオファイルを メモリース
ティックデュオ から削除します。

「リピート」

「ALL」
： メモリースティックデュオ にあ
るすべてのビデオを繰り返し再生します。
：再生中のフォルダーにあるすべてのビ
デオを繰り返し再生します。
「1」
：再生中のビデオを繰り返し再生します。

「シャッフル」 「SHUF」
：再生範囲のすべてのビデオを順
不同に再生します。
表示なし：再生範囲のすべてのビデオを順
に再生します。
「早見再生」
：1.25 倍速で再生します。
*2 「× 1.25」
「× 1.5」
：1.5 倍速で再生します。
表示なし：通常の速度で再生します。
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*1 ビデオファイルによっては本機の負荷が大きくなる
*2

ことがあります。このような場合、画面サイズが自
動的に「オリジナル」に切り替わります。
ビットレートが高いビデオファイルでは早見再生で
きない場合があります。

写真を見る
こんなことができます
ソニー製のデジタルカメラでお使いの メモリー
スティックデュオ（別売）
を nav-u 本体の メモ
リースティックデュオ スロットに挿入すると、
メモリースティックデュオ に保存されている
写真を見ることができます。
また、 メモリースティックデュオ に
「DCIM」
フォルダーを作成し、パソコンに保存されてい
る JPEG 形式の写真ファイルを
「DCIM」
フォル
ダーへ転送しても、 nav-u 本体で写真を見るこ
とができます。
再生できる写真ファイルの形式について詳しく

ちょっと一言
本機で写真を再生するには以下の メモリースティッ
ク が使用できます。
– メモリースティックデュオ
– メモリースティック PRO デュオ
本機で使用できる メモリースティック について詳し
くは、お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「 メモ
リースティックデュオ について」をご覧ください。

ご注意
写真ファイルを
できません。

nav-u 本体に直接転送しても、再生

次ページへつづく
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をご
は、
「再生できる写真ファイル」
（144 ページ）
覧ください。

パソコンの写真ファイルを転送するには
メモリースティックデュオ へ写真ファイルを
転送するには、Windows のエクスプローラーで
写真ファイルをドラッグ＆ドロップします。
以下の手順で転送してください。

1
2
3

コピーする。

パソコンに写真ファイルを用意する。
再生できる写真ファイルについて詳しくは、
右記の「再生できる写真ファイル」をご覧く
ださい。

nav-u 本体の メモリースティック

デュオ スロットに メモリースティッ
クデュオ を挿入する。
付属の USB ケーブルで
パソコンに接続する。

nav-u 本体を

パソコンに nav-u 本体（「Sony nav-u」）と
メモリースティックデュオ（「リムーバブ
ルディスク」）が認識されます。

4 パソコンの「コンピューター」を開く。
5 「リムーバブルディスク」を開く。
6 「DCIM」という名前のフォルダーを作
成する。
ご注意

•「DCIM」は半角で入力してください。
•「DCIM」以外の名前では、本機は写真ファイル
として認識しません。
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7 「DCIM」フォルダーに写真ファイルを

再生できる写真ファイル
本機では、以下の写真ファイルを再生できます。
JPEG 形式 *
– 拡張子：JPG、JPEG
– 画素数：最大 2,460 万画素
* ディレクトリー番号やファイル番号が重複している場
合など、写真ファイルを表示できないことがあります。

写真表示画面
操作ボタンが表示されていないときは、画面を
タッチしてください。

写真を見る

1

nav-u 本体の メモリースティック
デュオ スロットに メモリースティッ
クデュオ を挿入する。

2 メニューボタンをタッチする。
3 ［アプリ］タブをタッチする。
4 「写真」をタッチする。

写真または写真ファイル名が一覧表示され
ます。

 写真ファイル名、撮影日（年／月／日）、撮影

ちょっと一言

• 画面上下の表示や操作ボタンは、一定時間操作しな

いと自動的に消えます。再度表示する場合は、画面
をタッチしてください。
• ジェスチャー操作で簡単にスライドショーの再生など
ができます。ジェスチャー操作について詳しくは、
「ジェスチャー操作一覧」
（172 ページ）をご覧ください。

5

表示したい写真をタッチする。
写真が表示されます。

スライドショーを始めるには

1
2

写真表示画面をタッチする。
操作ボタンが表示されます。

をタッチする。
スライドショーが開始されます。

ちょっと一言

• 本機では、写真ファイルを最大 1,000 枚まで再生でき
ます。

• 以下の項目を選ぶと、写真ファイルの表示方法を切り

替えることができます。
：縮小画像の一覧表示
–「サムネイル」
：写真ファイル名の一覧表示
–「リスト」
• ジェスチャー操作で簡単にスライドショーの再生など
ができます。ジェスチャー操作について詳しくは、
「ジェスチャー操作一覧」
（172 ページ）をご覧ください。
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時刻が表示されます。

：1 つ前の写真を表示します。
：現在のフォルダーにある写真でスライ
ドショーを始めます。
：次の写真を表示します。
 写真機能を終了します。
 写真を右回転／左回転します。
 スライドショーの設定や写真を並べ替えます。
 リストを表示します。

設定を変更する（設定メニュー）
設定メニューを表示すると、スライドショーな
どの設定を変更することができます。

1 写真表示画面で「リスト」をタッチする。
2 「設定」をタッチする。

電話をかける／受ける
（Bluetooth 通信）
（NV-U77VT/U77V/U76VT/
U76V/U75V/U75のみ）

設定メニューが表示されます。

項目

設定

「スライドショーの
間隔」

スライドが移り変わる間隔を「短い」、
「ふつう」、「長い」から選べます。

「スライドショー
リピート」

スライドショーを繰り返し表示する
かどうかを「ON」、「OFF」から選べ
ます。

「並べ替え」

写真ファイルを「撮影日（昇順）」*、
「撮影日（降順）」*、「ファイル名順」
で並べ替えます。

「スライドショー
再生範囲」

「すべて」
： メモリースティックデュ
オ にあるすべての写真を再生しま
す。
「フォルダー」
：再生中のフォルダー
にあるすべての写真を再生します。

* 写真を加工した場合、加工した日時になります。

こんなことができます

Bluetooth 通信に対応した携帯電話と本機を
Bluetooth 接続すると、携帯電話を手で持たな

いで電話をかけたり、受けたりできます（ハンズ
フリー通話）。

ちょっと一言
本機ではハンズフリー通話の他に Bluetooth 通信を使
用した以下の機能を使うことができます。
• ワンセグ機能（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/
U75V のみ）、音楽機能、ビデオ機能の音声を聞く（128、
135、140 ページ）
• 電話帳を転送する（151 ページ）
• 携帯電話で探した場所へ出発する（66 ページ）
• 本機を接続できる携帯電話の最新情報は nav-u のサ
ポートページ（下記 URL）で「製品活用メニュー」の「他
機器との接続情報」でご確認ください。

http://www.sony.jp/support/nav-u/
ご注意
ハンズフリー使用中は、ナビゲーションのガイド音声
は出ません。
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Bluetooth 通信の流れ
1 ペアリング（準備）

本機と相手側 Bluetooth 機器をペアリングする
（116 ページ）。一度ペアリングすれば、次回から
ペアリングする必要はありません。

Bluetooth 接続する

1

本機の Bluetooth 機能が起動している
か確認する。

Bluetooth 機能が起動している場合、
Bluetooth ランプが青色に点灯します。
ちょっと一言

Bluetooth 機能を起動するには、メニューボタン
→
→
［設定］
タブ→
「設定」
→
「Bluetooth 設定」
（113 ページ）
を
「ON」
にしてくだ
「Bluetooth 電源」
さい。

 Bluetooth 接続をする（接続）

本機と相手側Bluetooth機器を接続する。
（147ペー
ジ）

2

携帯電話を Bluetooth 接続待ちの状態
にする。
ちょっと一言
携帯電話の Bluetooth 通信について詳しくは、お
使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

本機を操作して電話をかけたり、受けたりできます。
（149 ページ）

3 メニューボタンをタッチする。
4 ［アプリ］タブをタッチする。
5 「ハンズフリー」をタッチする。
6 「ハンズフリー設定」をタッチする。
7 「電話選択」をタッチする。

アプリケーション機能を楽しむ

 通話をする（実行）

ペアリング済みの携帯電話のリストが表示
されます。

準備する（ペアリング）

Bluetooth 接続するには、対応機器同士をあら
かじめ登録しておく必要があります。
この登録をペアリングといいます。

ペアリングについて詳しくは、「Bluetooth 機器
を登録する（ペアリング）」
（116 ページ）をご覧く
ださい。

8

Bluetooth 接続する携帯電話をタッチ

する。

9 「はい」をタッチする。

Bluetooth 接続が完了します。

ペアリング済みの携帯電話のリストで

Bluetooth 接続している携帯電話に が
表示されます。

次ページへつづく
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Bluetooth 接続を切断するには

着信画面

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ハンズフリー」をタッチする。
4 「ハンズフリー設定」をタッチする。
5 「電話選択」をタッチする。

ペアリング済みの携帯電話のリストが表示
されます。

6
7

Bluetooth 接続を切断する機器をタッ

チする。

「はい」をタッチする。

Bluetooth 接続が切断されます。

 通話先の情報（電話帳での名前、電話番号）が
表示されます。
 着信中にタッチすると通話を開始します。
通話中は通話時間が表示されます。
 数字を入力します。
 通話を終了します。
 通話を携帯電話へ転送します。
 音量を調整します。
 アプリケーションメニューに戻ります。
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電話をかける
通話先の電話番号を入力して電話をかけます。
携帯電話を手で持たないで通話できます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ハンズフリー」をタッチする。
4 「番号入力」をタッチする。
5 電話番号を入力して、 をタッチ
する。

通話画面が表示され、電話がかかります。
ちょっと一言

本機にあらかじめ転送した電話帳から、電話を
かけることができます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ハンズフリー」をタッチする。
4 「電話帳」をタッチする。

登録されている電話帳が表示されます。

5

電話をかけたい電話帳のデータをタッ
チする。
通話画面が表示され、電話がかかります。

ちょっと一言
電話帳の転送方法について詳しくは、「電話帳を本機に
転送するには」
（151 ページ）をご覧ください。

アプリケーション機能を楽しむ

ジェスチャー操作で簡単に「自宅」へ電話をかけられま
す。ジェスチャー操作について詳しくは、
「ジェスチャー
操作一覧」
（172 ページ）をご覧ください。

電話帳からかけるには

発信履歴または着信履歴からかけるには
通話履歴から電話をかけます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ハンズフリー」をタッチする。
4 「発信履歴」または「着信履歴」をタッチ
する。

通話履歴が表示されます。

5

電話をかけたい履歴をタッチする。
通話画面が表示され、電話がかかります。

ちょっと一言
通話履歴の削除について詳しくは、「通話履歴を削除す
るには」
（151 ページ）をご覧ください。
次ページへつづく
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プリセットダイヤルでかけるには
あらかじめプリセットダイヤルに登録した電話
番号から電話をかけることができます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ハンズフリー」をタッチする。

通話中の操作
ハンズフリー通話中も、電話機能のいろいろな
操作を行えます。

電話を転送するには
ハンズフリー機能での通話を携帯電話に転送す
ることができます。通話を続けたまま、車を降
りるときなどに便利です。

1

通話画面で「携帯電話に切替」をタッチ
する。

2 「OK」をタッチする。

通話が携帯電話へ転送されます。

「プリセットダイヤル」

4

電話をかけたい「プリセットダイヤル」
をタッチする。
通話画面が表示され、電話がかかります。

ちょっと一言
「プリセットダイヤル」の登録方法について詳しくは、
「ハンズフリー設定」
（114 ページ）をご覧ください。

電話を受ける

Bluetooth 接続中にかかってきた電話を受ける
ことができます。

1

をタッチする。

ちょっと一言
メニュー画面を表示するには、メニューボタンをタッ
チしてください。

数字を入力するには
通話中に数字の入力が必要な場合に、数字を入
力します。

1

通話画面で「数字入力」をタッチする。

2

数字を入力する。

数字入力画面が表示されます。

地図画面を見るには

1

通話画面が表示され、通話が開始されます。

現在地ボタンをタッチする。
現在地が表示されます。

ちょっと一言

• 通話画面に戻るには、 をタッチしてください。
•
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十字カーソルが表示されているときは、 は表示さ
れません。
メニュー画面を表示するには、メニューボタンをタッ
チしてください。

通話データを管理する
通話履歴や電話帳のデータを削除したり、電話
帳のデータを携帯電話から本機に転送できます。

通話履歴を削除するには
通話履歴を削除できます。

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ハンズフリー」をタッチする。
4 「発信履歴」または「着信履歴」をタッチ
する。

通話履歴が表示されます。

Bluetooth 通信を使用して携帯電話の電話帳を
本機に転送します。

ちょっと一言
本機を接続できる携帯電話の最新情報は nav-u のサ
ポートページ（下記 URL）で「製品活用メニュー」の「他機
器との接続情報」でご確認ください。

http://www.sony.jp/support/nav-u/

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ハンズフリー」をタッチする。
4 「ハンズフリー設定」をタッチする。
5 「電話帳を受け取る」をタッチする。

本機が、携帯電話から電話帳を受けられる
状態になります。

ちょっと一言

ちょっと一言

通話履歴の表示画面では、以下の項目を選ぶこと
ができます。
：すべての通話履歴を選びます。
•「全選択」
：通話履歴の選択をすべて解除します。
•「クリア」

すでに本機が携帯電話と Bluetooth 接続されてい
る場合は、確認画面が表示されますので「OK」を
タッチします。

7 「完了」をタッチする。
8 「OK」をタッチする。

通話履歴が削除されます。

6

アプリケーション機能を楽しむ

5 「削除」をタッチする。
6 削除したい通話履歴をタッチする。

電話帳を本機に転送するには

電話帳を転送します。
お使いの携帯電話を操作して電話帳データ
を本機に転送します。
電話帳データが転送されると、本機に確認
画面が表示されます。
続けて電話帳データを転送する場合は「は
い」、しない場合は「いいえ」をタッチして
ください。
ちょっと一言
電話帳データの送信方法について詳しくは、お使
いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言
本機に保存できる電話番号は、最大 500 件です。
次ページへつづく
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電話帳のデータを削除するには
本機に転送された電話帳のデータを削除します。

1 メニューボタンをタッチする。
2 ［アプリ］タブをタッチする。
3 「ハンズフリー」をタッチする。
4 「電話帳」をタッチする。
5 「削除」をタッチする。
6 削除したい電話帳のデータをタッチ
する。

ちょっと一言
電話帳の表示画面では、以下の項目を選ぶことが
できます。
：すべての電話帳のデータを選びます。
•「全選択」
：電話帳のデータの選択をすべて解除
•「クリア」
します。

7 「完了」をタッチする。
8 「OK」をタッチする。

電話帳のデータが削除されます。

ちょっと一言
本機の電話帳のデータを削除しても、お使いの携帯電
話から電話帳のデータは削除されません。
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その他
商標と著作権について ........................................................................1
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商標と著作権について
• Memory Stick（ メモリースティック ）、
Memory Stick Duo 、 Memory Stick
PRO 、 Memory Stick PRO Duo 、
MagicGate（ マジックゲート ）、
および
株式会社の商標です。

• nav-u 、

、

は、ソニー

POBox および

はソニー株式会社の登録商標です。

• 「PetaMap」、「ペタマップ」およびそのロゴは、

ソニーマーケティング株式会社の登録商標です。

• ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plus、ATRAC
Advanced Lossless およびそれぞれのロゴは
ソニー株式会社の商標です。

• Microsoft、Windows および Windows Vista
は、米国 Microsoft Corporation の米国および
•
•
•

•
•
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その他の国における登録商標または商標です。
Adobe、Adobe ロゴ、Reader は、Adobe
Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米
国ならびに他の国における商標または登録商標です。
Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の
国における Intel Corporation またはその子
会社の商標です。
Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth
SIG, Inc. の所有であり、ソニー株式会社はライ
センスに基づきこのマークを使用しています。
他のトレードマークおよびトレード名称につ
いては、個々の所有者に帰属するものとします。

は一般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。
ゼンリン は株式会社ゼンリンの登録商標です。

< 新ゴ R>

本製品に搭載されているフォントプログラムは
株式会社モリサワより提供を受けており、この
フォントプログラムの書体名「新ゴ R」は同社の
商標であり、そのフォントプログラムの著作権
は同社に帰属します。

<MPEG-4 Visual>
本製品は、MPEG LA, LLC. がライセンス活動を
行っている MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE の下、次の用途に限りラ
イセンスされています：

(i) 消費者が個人的、非営利の使用目的で、
MPEG-4 Visual 規格に合致したビデオ信号
（以下、MPEG 4 VIDEO といいます）にエン
コードすること。

(ii) MPEG-4 VIDEO（消費者が個人的に非営利目
的でエンコードしたもの、若しくは MPEG
LA よりライセンスを取得したプロバイダー
がエンコードしたものに限られます）をデ
コードすること。

なお、その他の用途に関してはライセンスされ
ていません。プロモーション、商業的に利用す
ることに関する詳細な情報につきましては、
MPEG LA, LLC. のホームページをご参照下さい。

<mp3>
"MPEG Layer-3 audio coding technology and
patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson."
<MPEG-4 Audio>
["Do Not Copy" Notice] Licensed Products may not
be decompiled, reverse-engineered, or copied,
except with regard to PC Software, End-Users may
make single copies for archival purposes.

困ったときは
困ったときは ........................................................................................1
エラーメッセージ ................................................................................1
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困ったときは
使用中にトラブルが発生したときは、ソニーの相談窓口にご相談になる前に、もう一度下記の流れに
従ってチェックしてください。メッセージなどが表示されている場合は、書きとめておくことをおす
すめします。
• 手順 1：本書で調べる
この「困ったときは」をチェックし、該当する項目を調べる。また、 nav-u に付属の取扱説明書、
「取
付と接続」
（別冊）にも、いろいろな情報があります。該当する項目を調べてください。
• 手順 ： nav-u 関連の下記サポートページで調べる

http://www.sony.jp/support/nav-u/
• 手順 ： nav-u 本体をリセットし、再度電源を入れ、症状が改善されたか確認する
ちょっと一言
本機をリセットしても自宅、お気に入り、マーク、編集・設定メニューでの設定項目は保持されます。最後に設定
したルートは保存されません。

• 手順 ：それでもトラブルが解決しないときは

ソニーの相談窓口（裏表紙）またはお買い上げ店にご相談ください。

症状

原因および処置

電源が入らない。

• 電源コードが確実に接続されていない。シガープラグや各コードが確実に接続され

ていることを確認してください。（詳しくは、
「取付と接続」
（別冊）をご覧ください。）

• シガー電源コードのヒューズが切れている。シガー電源コードのヒューズを交換し
てください。（詳しくは、お使いの "nav-u" に付属の取扱説明書の「使用上のご注意
とお手入れ」をご覧ください。）

• nav-u 本体上面の/ボタンで電源を入れてください。
（別冊）を参考に本機を正しく取り付けてください。
• 「取付と接続」
• AC アダプター（付属）と電源コード（付属）を正しく接続してください。
• リセットボタンを押してから、 nav-u 本体上面の/ボタンで電源を入れてくだ
さい。

• 内蔵電池の残量が少ない。しばらく充電してください。
内蔵電池の充電ができない。

• AC アダプター（付属）で使用しているときは、電源コンセントから電源コード（付属）
をはずして、再接続してください。

• 内蔵のリチウムイオン電池の充電可能温度は 5 ℃〜 45 ℃です。直射日光などが原

因で本機内部の温度が上昇したり、冬期の使用などで本機内部の温度が低下してい
る場合、内蔵電池の劣化を防ぐために充電しなくなることがあります。
– 温度が上昇して充電できない場合、充電ランプが点灯しません。
– 温度が低下して充電できない場合、赤色の充電ランプが点灯しますが充電されて
いません。
• AC アダプターやシガー電源コードを接続した状態でリセットボタンを押した後は、
一度電源を入れないと充電できません。/ボタンを押して電源を入れてください。
（充電中、または満充電されている場合は充電ランプが点灯します。）

nav-u 本体の充電ランプが点灯
しない。
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• 直射日光などが原因で本機内部の温度が上昇した場合、内蔵電池の劣化を防ぐため
に充電を中断することがあります。このとき、充電ランプは点灯しません。

症状

原因および処置

タッチパネルが正しく動作しない。

• 市販の液晶画面保護フィルムは使わないでください。
• タッチした位置と反応する位置が大きくずれてきたときは、メニューボタン→
［設定］タブ→「設定」→「システム設定」→「画面」→「タッチパネル調整」
（104 ページ）
で、タッチパネルの調整を行ってください。（NV-U97VT/U97V/U37/U35 のみ）
• 画面ロックが有効になっている。画面ロックを解除するには、タッチパネルの左側
にある現在地ボタンを長押ししてください。

GPS が受信できない。

• お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「現在地表示について」をご覧ください。
• 障がい物の影響で GPS 衛星の電波が受信できない。見晴らしの良い場所に移動して
ください。

• 近くに ETC 車載機器やレーダー探知機などを設置している。強い電波を送信したり、
受信したりする機器が取り付けられていると、GPS 感度が悪くなったり、誤動作の
原因となります。できるだけ離れた場所に取り付けてください。

• 屋内では GPS 衛星の電波が受信できない。見晴らしの良い屋外の場所に移動してく
ださい。

• GPS の受信状態が弱い。メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「システム設定」→
で GPS の受信状況を確認してください。
「測位情報」
（107 ページ）
• 車体の一部が GPS アンテナの受信を妨げている。取り付け位置を変更してください。
• 熱線防止ガラスの一部には GPS の電波を通さないものがあります。
現在地がずれる。

• GPS 衛星からの電波の誤差が大きい。誤差は最大で数百メートル生じます。
• GPS 衛星からの電波が受信できない。お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「現在
地表示について」をご覧ください。

ルートを正しく探索できない。

• 出発地と目的地の位置関係や、交通規制情報などによっては、正しいルートが表示
•

されなかったり、ルート探索できないことがあります。詳しくは、
「正しいルートが
見つからないときは」
（39 ページ）をご覧ください。
探索条件を設定しても、道路状況により条件に合わないルートをひく場合がありま
す。

• 音量が小さすぎる、または消音になっている。ツールバー上の

雑音が多く、音が悪い。

• 近くでパソコンや携帯電話などの電気製品を使用している。携帯電話などを本機か

「渋滞回避オートリルート」を
「OFF」にしていても、リルート
される。

をタッチして
音量を調整してください。内蔵電池で操作している場合、音量はわずかに小さくな
ります。
• 「ガイド音声」が「OFF」になっている。（104 ページ）
• ハンズフリー使用中は、ナビゲーションのガイド音声は出ません。
メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「Bluetooth 設定」→「Bluetooth 電源」
（113 ページ）を「OFF」にしてください。（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/
U75 のみ）

困ったときは

ガイド音声が聞こえない。

ら離してください。

• ルートガイド中、以下のような場合には、「渋滞回避オートリルート」を「OFF」にし
ていても、リルート（再探索）されます。
– 現在地がルートから外れる。
– 曜日・時間帯規制のある道路に近づく。
– VICS ビーコンユニット（別売）で、光ビーコンの事象規制情報を受信する。
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）

次ページへつづく
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症状

原因および処置

m 表示にしているのに、速度
を出すと勝手に 0m スケールに
切り替わる。

• 50m 未満の縮尺で自車の速度が 60km を超えると、安全確保のために自動で縮尺を
50m にします。
• 表示している位置の該当縮尺における地図データがない場合は、データが存在する

画面が正常に表示されない。

• 高温時は画面が暗くなったり、ぼやけたりします。低温時は表示が遅れることがあ

広域縮尺に自動で変更されます。

ります。これらの症状は、本機が使用温度範囲に戻ると正常に戻ります。

• オートディマーセンサーを手などでふさいでいないか確認してください。オートディ
マーセンサーの位置については、お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「各部の名
前とはたらき」をご覧ください。（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/
U75V/U75 のみ）
• 音楽機能、ビデオ機能の起動中に、ワンセグの録画が始まると、録画ランプが赤色
に点灯し、地図画面または録画中のワンセグ視聴画面に切り替わります。録画中は
音楽機能、ビデオ機能を使用できません。ワンセグの録画について詳しくは、
「ワン
セグを録画する」
（123 ページ）をご覧ください。（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/
U76VT/U76V/U75V のみ）

画面が突然消える。

NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75
• 「省電力モード（画面オフ）」の項目が「スーパースタミナ（画面オフ）」または「スタミナ（自
動ガイド表示）」になっている。画面をタッチすると、画面が再点灯します。
（105 ページ）
• 画面を常時点灯させたい場合は、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「システム設
定」
→「省電力モード
（画面オフ）
（
」105ページ）で「ノーマル（画面オン）」を選んでください。
NV-U37/U35
• 「省電力モード（画面オフ）」の項目が「スーパースタミナ」または「スタミナ（画面オフ
自動ガイド）」になっている。画面をタッチすると、画面が再点灯します。
（105ページ）
• 画面を常時点灯させたい場合は、メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「システム
設定」
→
「省電力モード
（画面オフ）
（
」105 ページ）で「ノーマル」を選んでください。

メニュー操作が行えず、走行中を
示すメッセージが表示される。

• 安全のため走行中は以下の操作ができません。操作は安全な場所に停車して行って

時刻の合わせかたがわからない。

• GPS 衛星からの電波を受信したり、ワンセグ（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/
U76VT/U76V/U75V のみ）を受信すると、正しい時刻に自動で調整されます。手動

ください。
– メニュー
– 画面下部のツールバーをタッチ →「ナビ」→
–「マーク登録」の「名称」、「よみ」、「グループ」、「マークアイコン」、「サウンド
設定」
–「マーク編集」
–「ナビモード切替」
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/
– 画面下部のツールバーをタッチ →「最寄」
U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/
– 画面下部のツールバーをタッチ →「行き先」
U76VT/U76V/U75V/U75 のみ）

での時刻調整は必要ありません。
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メモリースティックデュオ（別
売）が読めない。

• メモリースティックデュオ（別売）を数回抜き差ししてください。
• メモリースティックデュオ（別売）のデータをパソコンなどにコピーしてから初期
化してください。（107 ページ）

クレードルの吸盤の吸着力が低下
した。

• 吸盤が汚れると、吸着力が低下します。吸盤の吸着面が汚れた場合は、付属のスポ

ンジを使って汚れを取り除いてください。柔らかくて毛羽立たない布を水で湿らせ、
なでるようにして汚れを取り除くこともできます。

症状

原因および処置

FMVICS ユニットの粘着シートの
粘着力が低下した。(NV-UVT/
UVT/UVT のみ）

• 粘着シートが汚れると、粘着力が低下します。粘着面が汚れた場合は、柔らかくて

音楽ファイルが再生できない。

• あらかじめ音楽ファイルの入った メモリースティックデュオ（別売）を挿入してお

毛羽立たない布を水で湿らせ、なでるようにして汚れを取り除いてください。

く必要があります。

• 音楽ファイルやフォルダーの名前が長すぎたり、階層が深すぎると認識されない場合があります。

•

* 著作権保護されているファイルは再生できません。
ご注意
すべてのエンコーダーには対応していません。

• 音楽機能の起動中に、ワンセグの録画が始まると、録画ランプが赤色に点灯し、地

図画面または録画中のワンセグ視聴画面に切り替わります。録画中は、音楽機能を
使用できません。ワンセグの録画について詳しくは、
「ワンセグを録画する」
（123ペー
ジ）をご覧ください。（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）

次ページへつづく
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困ったときは

拡張子を含めた音楽ファイル名と、その音楽ファイルが保存されているフォルダーのアドレスを
足して、半角 233 文字以下になるように、名前を短くしたりフォルダーの階層を減らしてください。
フォルダーのアドレスは、Windows エクスプローラーのアドレスバーで確認することができます。
本機では、以下の音楽ファイルを再生できます。
MP3 形式
– 拡張子：mp3
– サンプリング周波数：32/44.1/48kHz
– ビットレート：32kbps 〜 320kbps、可変ビットレート（VBR）対応
ATRAC 形式 *
– 拡張子：oma
– サンプリング周波数：44.1kHz
– ビットレート：48kbps 〜 352kbps（66、105、132kbps は ATRAC3）
– 非暗号化ファイルのみ
ATRAC Advanced Lossless 形式 *
– 拡張子：oma
– サンプリング周波数：44.1kHz
– ビットレート：64kbps 〜 352kbps（132kbps は ATRAC3 base layer）
– 非暗号化ファイルのみ
WMA 形式 *
– 拡張子：wma
– サンプリング周波数：44.1kHz
– ビットレート：32kbps 〜 192kbps、可変ビットレート（VBR）対応
リニア PCM 形式
– 拡張子：wav
– サンプリング周波数：44.1kHz
– ビットレート：1,411kbps
AAC 形式 *
– 拡張子：m4a、3gp
– サンプリング周波数：8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz
– ビットレート：16kbps 〜 320kbps、可変ビットレート（VBR）対応
HE-AAC 形式 *
– 拡張子：m4a、3gp
– サンプリング周波数：24kHz
– ビットレート：32kbps 〜 144 kbps、可変ビットレート（VBR）対応

症状

原因および処置

ビデオファイルが再生できない。

• あらかじめビデオファイルの入った メモリースティックデュオ（別売）を挿入して
おく必要があります。

• 本機では、以下のビデオファイルを再生できます。
最大画サイズ

– WQVGA（480 × 272）
形式

– おでかけ転送 *
– 拡張子：mgv、mp4
– ワンセグビデオ（
* 録画機：NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V、
PSP）
– 拡張子：ets
– AVC Baseline Level 3 形式
– 拡張子：mp4、m4v
– 最大ビットレート：10 Mbps
– MPEG4 Simple Profile 形式
– 拡張子：mp4、m4v
– 最大ビットレート：平均 4 Mbps（ピーク時 6 Mbps）
– VC1 Simple Profile/Main Profile 形式
– 拡張子：wmv
– 最大ビットレート：平均 3 Mbps（ピーク時 6 Mbps）
* おでかけ転送、ワンセグ録画で使用できるのは、 メモリースティック PRO デュオ
のみです。

ご注意
すべてのエンコーダーには対応していません。

• ビデオ機能の起動中に、ワンセグの録画が始まると、録画ランプが赤色に点灯し、

地図画面または録画中のワンセグ視聴画面に切り替わります。録画中は、ビデオ機
能を使用できません。ワンセグの録画について詳しくは、
「ワンセグを録画する」
（123
ページ）をご覧ください。
（NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75Vのみ）

ビデオファイルがコマ落ちする。

• ビデオファイルによっては、コマ落ちなどが発生する可能性があります。

ビデオファイルの再生中に、画面
のサイズが突然変わる。

• 「画面サイズ」を「ノーマル」、「フル」にして、ビデオファイルを再生している場合、

写真ファイルを表示できない。
または認識されない。

• あらかじめ写真ファイルの入った メモリースティックデュオ（別売）を挿入してお

ビデオファイルによっては本機の負荷が大きくなることがあります。
このような場合、画面サイズが自動的に「オリジナル」に切り替わります。
画面サイズの設定について詳しくは、
「設定メニューを表示するには」
（NV-U97VT/
U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75、142ページ）または「設定を変更する
をご覧ください。
（オプションメニュー）
（
」NV-U37/U35、142ページ）
く必要があります。

• フォルダー名やフォルダー構成が間違っていると認識されません。フォルダー名や
フォルダー構成が正しいか、また写真ファイルが「DCIM」フォルダーの中に入って
いるか確認してください。（144 ページ）
• 「DCIM」フォルダーの「DCIM」が、半角で入力されているか確認してください。
• 本機に対応していない種類の写真は認識されません。本機で再生できる写真ファイ
ルは、2,460 万画素以下の JPEG 形式（拡張子 JPG、JPEG）のみです。（144 ページ）
• 写真のファイルサイズによっては、表示できないことがあります。
• パソコンで メモリースティックデュオ（別売）内のファイル名やフォルダー名を変
更すると認識されないことがあります。

• パソコンで加工した写真は、表示できないことがあります。
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症状
ワンセグの映像が映らない。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UVT/UV/UV の
み）

原因および処置

• 走行中は安全のため音声のみ出力され、映像は表示されません。走行中にドライバー以外
の人がワンセグを視聴する場合は、 nav-u 本体をクレードルからはずしてご覧ください。
• ホイップアンテナを伸ばしきってください。
• 視聴している場所、地域がワンセグの放送エリアではない。ワンセグの放送エリア

•
•
•
•
•
•
•
•

内で視聴してください。ワンセグ放送およびサービスエリアの詳細については、
Dpa（社団法人デジタル放送推進協会）のホームページ（http://www.dpa.or.jp/）を
ご覧ください。
電波の受信状態が悪い場所では、ワンセグを視聴することはできません。電波の受
信状況が良好かどうか確認してください。
電波が弱い。電波が弱いと、コマ落ちしたり急に暗くなったりすることがあります。
ホイップアンテナの角度を調節してください。
屋内で使用している。鉄筋造りのビルなどでは電波が受信しにくくなります。窓際
や屋上など電波を受信しやすいところでお使いください。
金属製の机や台の上に設置している。電波を受信しにくくなりますので、設置場所
を移動してください。
正しいチャンネル設定が行われていない。再度チャンネルを設定してください。
チャンネル設定について詳しくは、「チャンネルリストの設定を変更するには」
（122
ページ）をご覧ください。
外部ワンセグアンテナ（別売）を使用している場合は、確実に接続されているか確認
してください。
受信地域が変わると映像が写らない場合があります。「チャンネルスキャン」もしく
は、「地域選択」をしなおしてください。（121 ページ）
放送エリア内であっても、地形や建物などによって電波がさえぎられる場合や、電
波の伝わりかた、本機を置く場所や向きなどによっては、ワンセグを視聴できない
ことがあります。

特定の放送局が映らない。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UVT/UV/UV の
み）

• 正しいチャンネル設定が行われていない。再度チャンネルを設定してください。
チャンネル設定について詳しくは、「チャンネルリストの設定を変更するには」
（122

字幕が表示されない、または二重
音声などが機能しない。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UVT/UV/UV の
み）

• 視聴している番組が字幕表示、二重音声などに対応していません。
• 字幕表示、二重音声などに対応しているのは、本機で録画したワンセグビデオのみ

番組表の数が少ない。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UVT/UV/UV の
み）

• 放送局または時間帯によって、番組表の数が少なくなることがあります。

ページ）をご覧ください。

となります。

困ったときは

次ページへつづく
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症状
ワンセグの録画ができない。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UVT/UV/UV の
み）

原因および処置

• 以下のときは録画ができない、または録画が正しく行われないことがあります。
– 受信状況が良くない場合
– ワンセグの受信ができない場合
– USB 接続をしている場合
– 本機の電池残量が少ない場合
– メモリースティックPROデュオ（別売）以外の メモリースティック（別売）を挿入
•
•
•

している場合
– すでにワンセグビデオが 3,200 件ある場合
予約が重複していた。予約が重複した場合は優先順位に従って録画をするので、優
先順位の低い予約は、番組の一部またはすべてが録画されません。（125 ページ）
電池を使い切った状態でしばらく放置すると、日付と時刻がリセットされ録画予約
が正しく動作しないことがあります。
メモリースティックデュオ（別売）に録画できる空き容量がありません。新たに録
画する場合は、ビデオファイルを削除してください。（140 ページ）

ワンセグの予約登録ができない。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UVT/UV/UV の
み）

• 予約が 100 件登録されている。本機で登録できる予約件数は最大 100 件です。新た
に予約を登録する場合は、現在登録済みの予約を削除してください。（127 ページ）

録画できなかった番組一覧の原因
に「USB 接続中・電池残量不足な
ど」と表示されている。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UVT/UV/UV の
み）

• 録画できない原因として、以下の可能性があります。
– USB 接続をしている場合
– 本機の電池残量が少ない場合
– 録画予約が重複している場合
• 予約が重複していた。予約が重複した場合は優先順位に従って録画をするので、優
先順位の低い予約は、番組の一部またはすべてが録画されません。（125 ページ）
• 電池を使い切った状態でしばらく放置すると、日付と時刻がリセットされ録画予約
が正しく動作しないことがあります。

録画したワンセグビデオがコマ落
ちしている、または正常に再生で
きない。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UVT/UV/UV の
み）

• 録画時の電波が弱い。電波が弱いと、コマ落ちしたり急に暗くなったりすることが
•
•

•

以前録画したワンセグビデオがな
くなっている。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UVT/UV/UV の
み）
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あります。録画する場合は、ワンセグ放送の受信状態を良くしてください。詳しくは、
お使いの nav-u に付属の取扱説明書の「ワンセグの受信について」をご覧ください。
予約が重複していた。予約が重複した場合は優先順位に従って録画をするので、優
先順位の低い予約は、番組の一部またはすべてが録画されません。（125 ページ）
電波の受信状況が良くない状態で録画されたタイトルを再生した。受信できなかっ
た部分で再生中に画像や音声がとまったり乱れたりする場合があります。録画する
場合は、できるだけワンセグの受信状態を良くしてください。詳しくは、お使いの
nav-u に付属の取扱説明書の「ワンセグの受信について」をご覧ください。
電波の受信状況が良好な状態で録画されたビデオファイルが、再生中に画像や音声
が止まったり乱れたりする。正しく記録されています。早戻しなどの操作をして、
もう一度再生をしてください。

• 上書き録画の設定がされている可能性がある。「上書き録画設定」を「ON」にして録
画予約をしている場合、「上書き録画設定」を「OFF」にしてください。（126 ページ）

症状

原因および処置

FM VICS ユニット * 接続時に FM
VICS 情報を受信できない。
* NV-U97VT/U77VT/U76VT には
付属、NV-U97V/U77V/U76V/
U75V/U75 では別売

• FM VICS ユニットが正しく接続されていないと、FM VICS 情報を受信できません。
接続状態は下記の手順で確認できます。

メニューボタン→［設定］タブ→「設定」→「システム設定」→「機器情報」
（107 ページ）
をタッチします。正しく接続されている場合は、「VICS ユニット：接続（FM）」と表示
されます。「未接続」と表示されている場合は、正しく接続されていません。

– クレードルと FM VICS ユニットを VICS 接続ケーブルで接続してください。
– nav-u をクレードルに取り付け、クレードルにシガー電源を接続してください。
– 車のエンジンをかけてください。シガー電源コードのランプが緑色に点灯します。
点灯しない場合はシガー電源コードを接続しなおしてください。

• VICS 接続ケーブルの抜き差しを行ってください。
• リセットボタンを押してください。
• VICS センター側のメンテナンスにより、VICS 情報が停止している場合があります。
FM VICS ユニット * 接続時に FM
VICS 情報を受信しづらい。
* NV-U97VT/U77VT/U76VT には
付属、NV-U97V/U77V/U76V/
U75V/U75 では別売

• VICS 受信状況は下記の手順で確認できます。

メニューボタン→［設定］タブ→「交通情報」→「VICS 放送局選択」
（103 ページ）をタッ
チします。

電波の強さのレベルはアンテナのマークで表示します。

– FM 放送を受信すると FM 放送局名が表示されますが、VICS 情報の取得を完了す
るには時間がかかる場合があります。

– VICS 情報を取得できるエリアは音声放送に比べて狭いため、FM 放送局名が表示

されたりFM放送を聞くことができても、
VICS情報を取得できないことがあります。
が
表示されます。
VICS 情報に渋滞情報がない場合は地図上に渋滞表示が出ません。
アンテナマークの位置に「圏外」と表示されている場合は、FM 放送の受信しにく
い場所にいるか、放送局から離れている可能性があります。

– VICS 情報の取得が完了すると、地図画面の左下に VICS FM のマーク
–
–

車種によっては、電波を通さないガラス（熱線反射ガラス、断熱ガラス、電波不透過
ガラスなど）を使用している場合、受信感度が低下する場合があります。

ペアリングができない。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UV/U のみ）

• 本機と、ペアリングする Bluetooth 機器の距離が離れている。本機と Bluetooth 機
器は 1m 以内に近付けてからペアリングを行ってください。（116 ページ）
• ペアリングする Bluetooth 機器が探索可能な状態になっていない。ペアリングする
Bluetooth 機器を探索可能な状態にしてください。探索可能な状態について詳しく
は、お使いの Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。

次ページへつづく
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• FM VICS アンテナが正しい位置に正しく取り付けられているかを確認してください。

症状

Bluetooth 接続ができない。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UV/U のみ）

原因および処置

• 接続する Bluetooth 機器の電源が入っていない。接続する Bluetooth 機器の電源を
入れ、Bluetooth 機能が起動していることを確認してください。
• 接続する Bluetooth 機器がスタンバイ状態になっている。接続する Bluetooth 機器
のスタンバイ状態を解除してください。

• 本機または接続する Bluetooth 機器をリセットなどして、ペアリング情報が削除さ
れた。再度ペアリングしてください。（116 ページ）
• 接続する Bluetooth 機器が接続待ちの状態になっていない。接続待ちの状態にして
ください。接続待ちの状態について詳しくは、お使いの Bluetooth 機器の取扱説明
書をご覧ください。

Bluetooth 通信ができない。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UV/U のみ）

• Bluetooth 接続が切断されている。再度 Bluetooth 接続をしてください。

接続した Bluetooth 機器から
音が聞こえない。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UV/U のみ）

• 接続した Bluetooth 機器が消音になっている。接続した Bluetooth 機器の消音を解
除してください。

• 音量がゼロになっている。接続した Bluetooth 機器の種類によっては音量を調節す
ることはできません。

• 本機および接続した Bluetooth 機器の電源が入っていない。本機および接続した
Bluetooth 機器の電源を入れ、Bluetooth 機能が起動していることを確認してくだ
さい。

• 音楽またはビデオが再生されていない。音楽またはビデオを再生してください。
（134、139 ページ）
• 接続する Bluetooth 機器の電源が入っていない。接続した Bluetooth 機器の電源を
入れ、Bluetooth 機能が起動していることを確認してください。
• Bluetooth 接続が切断されている。Bluetooth 接続を行ってください。
• ワンセグの音声を、Bluetooth 接続した機器で聞くには、Bluetooth 機器がワンセ
グ音声（SCMS-T）に対応している必要があります。（NV-U77VT/U77V/U76VT/
U76V/U75V のみ）
接続した Bluetooth 機器からの
音声がひずむ。または途切れる。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UV/U のみ）

• 本機または接続した Bluetooth 機器の近くに、2.4GHz 帯の周波数を使用する無線、
無線 LAN、他の Bluetooth 機器、または電子レンジなど、電磁波を発生する機器が
ある。本機および接続した Bluetooth 機器から離してお使いください。
• 本機および接続した Bluetooth 機器の間に障がい物（人体、金属、壁など）がある。
本機および接続した Bluetooth 機器の間から障がい物を避ける、または取り除いて
ください。

164

接続した Bluetooth 機器からの
音声に雑音が入る。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UV/U のみ）

• Bluetooth 通信が途切れている。ご使用の環境によっては、雑音が入ることがあり
ます。場所を移動して、再度 Bluetooth 接続をしてください。
• 接続状況によっては、片方のチャンネルだけにノイズが出ることがあります。再度
Bluetooth 接続してください。

接続した Bluetooth 機器からの
音声が遅れる。
（NV-UVT/UV/UVT/
UV/UV/U のみ）

• Bluetooth 通信でワンセグ（NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V のみ）、ビデオ
ファイルの音声を聞く場合、接続した Bluetooth 機器によっては音声が映像とずれ
ることがあります。

エラーメッセージ
メッセージ

原因および処置

地図データが壊れています。

このメッセージが表示されたときは、nav-u ツール（PC アプリケーション）を使用
して地図データを再転送することで修復することができます。
本体の地図データを読めませんでした。 それでも解決できなかった場合は、ソニーの相談窓口（裏表紙）にご相談ください。
地図データがありません。
検索中に不具合が発生しました。
地図データを入れ替えてください。
フォーマットに失敗しました。

このグループは名称変更、削除でき
ません。

メモリースティックデュオ（別売）が壊れているか、フォーマット中に抜いた可能
性があります。再度フォーマットするか、他の メモリースティック（別売）対応機
器でフォーマットしてください。再度フォーマットしてもエラーメッセージが表示
される場合はソニーの相談窓口（裏表紙）までお問い合わせください。
「未設定」グループは、マーク登録時にグループを設定しなかった場合に標準で付与
されるものです。「未設定」グループは名称変更したり削除することができません。

ファイル名として使用できない文字
列を指定しています。

Windows で取り扱えない文字列を指定しています。別の名前を指定してください。

ファイルアクセス中にエラーが発生
しました。

途中で nav-u 本体とパソコンの接続が途切れた可能性があります。接続を確認し
て再度実行してください。

マークデータが正常に読み込めません。 正しいマークデータではない可能性があります。nav-u ツール（PC アプリケーショ
ン）で作成したマークファイルか、 nav-u 本体で作成してエクスポートしたマーク
ファイルのみをお使いください。
メモリースティックデュオ（別売）のデータが壊れています。nav-u ツール（PC ア
プリケーション）を使ってデータを転送してください。

目的地に到達するルートを見つける
ことができません。ルート設定地点
を変更してください。

出発地と目的地の位置関係や、交通規制情報などによっては、正しいルートが表示
されなかったり、ルート探索できないことがあります。詳しくは、「正しいルート
が見つからないときは」
（39 ページ）をご覧ください。

このコンテンツは再生できません。

本機では再生できない形式のファイルです。再生できるファイル形式については、
「音楽ファイルを転送する」
（133 ページ）
、
「ビデオファイルを転送する」
（137 ページ）
、
「パソコンの写真ファイルを転送するには」
（144 ページ）
をご覧ください。

ビデオの再生負荷が高いため、画面
サイズ変更します。

画面サイズを「ノーマル」、「フル」にして、ビデオファイルを再生している場合、ビ
デオファイルによっては本機の負荷が大きくなることがあります。
このような場合、画面サイズが自動的に「オリジナル」に切り替わります。
画面サイズの設定について詳しくは、
「設定メニューを表示するには」
（NV-U97VT/
U97V/U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75、142ページ）または「設定を変更す
をご覧ください。
る
（オプションメニュー）
（
」NV-U37/U35、142ページ）

次ページへつづく
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メモリースティックからデータが読み
出せません。
正しく挿入されていないかデータが
壊れている可能性があります。

166

メモリースティックにインポート
ファイルが見つかりません。

インポートするルートファイルがありません。
インポートしたいルートファイルが、 メモリースティックデュオ（別売）の正しい
場所に置かれているか確認してください。（111 ページ）

ルートのインポートに失敗しました。
ファイルフォーマットが正しくない
可能性があります。ファイルの内容
を確認してください。

インポートするルートファイルのフォーマットを確認してください。

ルートのインポートに失敗しました。
インポート可能なファイルサイズの
上限を超えている可能性があります。
ファイルの内容を確認してください。

インポートできるルートファイルの上限は2MBです。ファイルのサイズを確認して
ください。

索引・付録
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ルート確認 74
ルートカラー 111
ルートシミュレーション

B

68, 106

ルート詳細 68
ルート探索条件 99
ルートのインポート 111
ルートの自動再探索 40, 83
ルートの編集 98, 100
ルートを保存 57

わ
ワンセグ起動／終了
（ツールバー） 69
ワンセグを見る 120
ワンセグを録画する 123

Bluetooth 機器情報 113
Bluetooth 機器へ出力する
音声 113
Bluetooth 設定 113
Bluetooth 電源 113

E

EPG（電子番組表） 122

F

FM-VICS 図形情報 103
FM-VICS 文字情報 103

G

GPS 受信確認 107
GPS ログ 93
GPS ログ設定 107

M

M.S. フォーマット 107

P

PetaMap 130

S

SA/PA 112

V

VICS 交通情報考慮探索 112
VICS 放送局選択 103
VICS ポップアップ 112
数字
索引・付録

2D/3D マップ切替
（全画面） 110
2D/3D マップ切替
（2 画面） 110
2 画面表示 35
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ジェスチャー操作一覧
画面に円や直線を描くようにタッチすると（ジェスチャー操作）、よく使う機能を簡単に使えます。
ジェスチャーは、画面に指を確実にあてた状態で大きく描いてください。
アプリケーション

機能

ジェスチャー操作

プリセットスケールに変更する

ナビゲーション

自宅までのルートを探索する（「自宅」が登録されている場合のみ）
までのルートを探索する
（「★ 1（
」お気に入り1）が登録されている場合のみ）
までのルートを探索する
（「★ 2（
」お気に入り2）が登録されている場合のみ）

ワンセグを見る
（NV-U97VT/U97V/

表示サイズを変更する（フル／オリジナル）
チャンネルを切り替える（チャンネルが設定されている場合のみ）

U77VT/U77V/
（チャンネル−／＋）
U76VT/U76V/U75V
のみ）

受信可能な放送局を探しチャンネルを切り替える（シーク−／＋）

ガイドブックを見る

スポット詳細画面でページ送りする（1 ページ前／ 1 ページ後）

操作パネルの表示／非表示
音楽を聞く

（画面上部のタイトル部
で操作する）
タッチする

頭出しする（1 つ前／ 1 つ後）
フォルダーを切り替える（1 つ前／ 1 つ後）
操作パネルの表示／非表示

ビデオを見る

タッチする

頭出しする（1 つ前／ 1 つ後）
フォルダーを切り替える（1 つ前／ 1 つ後）

電話をかける
自宅へ電話をかける（「自宅」のプリセットダイヤルが登録されている場合
（NV-U77VT/U77V/U76VT/
のみ）
U76V/U75V/U75 のみ）
スライドショーを始める（操作ボタンが表示されている場合のみ）
写真を見る

タッチする

別の写真に変更する（1 つ前／ 1 つ後）
フォルダーを切り替える（1 つ前／ 1 つ後）

ご注意
十字カーソルが表示されているときは、ジェスチャー操作は使えません。ジェスチャー操作は、現在地ボタンをタッ
チしてから行ってください。
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地図・検索データの内容についてのお問い
合わせ先
株式会社ゼンリン カスタマーサポートセンター

010-10-1
受付時間：9:30 〜 17:30
月〜土曜日（日祝日、ゼンリン指定休日は除く）
※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
※IP電話等の一部電話機では、ご利用いただけない場合
がございます。

VICSについ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（ サービスサポートセンター）
電話によるお問い合わせ
電話番号： 0570-00-8831（全国どこからでも市内通
話料金でご利用になれます）
受付時間：平日9:30 〜 17:45（土曜、日曜、祝日・年末
年始休暇を除く）
※PHS、IP電話等からは、ご利用できません。
※お電話のお問合せにつきましては、内容の正確な確認
のため、録音させていただいております。

FAXによるお問い合わせ
FAX番号：（03）3562-1719（24時間受付）
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。

nav-u 本体の取り扱いなどに関しての
お問い合わせ先
■ 困ったときは

nav-u 関連のホームページ（下記URL）でお調べくだ
さい。
最新サポート情報や「よくあるお問い合わせ（Q&A）」
などを掲載しています。
http://www.sony.jp/support/nav-u/
■ お問い合わせの前に
お使いの nav-u の機種名をご確認ください。機種名は、
nav-u 本体背面の機銘板に記載されています。

