
NV-U37
ホワイト（W）

●本カタログ掲載の価格には、配●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調設置調整・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません
※モニター画面はハメコミ合成です※モニター画面はハメコミ合成です

●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません
※モニター画面はハメコミ合成です

NV-U97VT

「 」
ナ ブ・ユ ー

sony.jp/nav-u/

※期間中に対象商品をご購入のうえ、製品登録が必要です

詳細とご応募はこちら sony.jp/nav-u/campaign/map/

NV-U97VT / NV-U97V /
NV-U77VT / NV-U77V / NV-U37地図地図データ今、nav-uを買って

応募すると全員もらえる 最新最新最新

キャンペーンキャンペーン
nav-unav-u 地図データ

キャンペーン
nav-u 応 募 締 切

2013年3月31日（日）
対象商品

ナブ・ユー

ポータブルナビゲーション
総合カタログ

2012.春夏号



＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください　※モニター画面はハメコミ合成です。実際の画面と異なる場合があります
●安全のため、運転者は走行中に操作したり、画面を注視しないでください。前方不注意となり交通事故の原因となることがあります。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください2 3
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わかりやすい
ガイド表示

方面看板
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＊1 GPSの非測位を一時的に補う機能です。長いトンネルや高架下、道路以外の地下・立体駐車場などでは、自車位置に誤差が出ることがあります
＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください　※モニター画面はハメコミ合成です。実際の画面と異なる場合があります

●安全のため、運転者は走行中に操作したり、画面を注視しないでください。前方不注意となり交通事故の原因となることがあります。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください

自動速度違反
取締装置
オービス

※この機能は、スピードの出し過ぎやオービス目前の危険な急減速などを避けるために、安全運転を促す機能であり、
交通違反の取り締まりを避けるためのものではありません。日ごろからの安全運転をお心がけください ※収録されている
地点は2010年6月時点のデータです。新しい地点の未収録や誤りなどにより、収録内容と実際が異なる場合があります

全国の自動速度違反取締装置（オービス）が設置されている地点を収録。
走行時、前方にオービスが近づくと音声でドライバーに安全運転を促し、うっかり
スピードを出し過ぎてしまうことを防ぎます。

「オービ
スです」

「ピタッと吸盤」をクルマのダッシュボードにピタッと
吸着させて、本体をカチッと装着。あとはシガー
電源コードに接続するだけで、取り付けは完了です。

最新地図情報と豊富な検索データを収録。自動速度違反取締

装置（オービス）案内、自車位置補正、統計情報を利用した渋滞

回避など、コンパクトでありながら充実のナビ機能を搭載しています。

「ナブ・ユー」本体をバイク
マウントシステム（他社製
別売）でバイクに取り付ければ、
快適なツーリングを楽しめます。

行き先を目的（ジャンル）から
探せるジャンル検索機能を
搭載。「バイク店」、「バイク
部品・用品店」、「レンタル
バイク」、「ライダーハウス」
など約18,000件を収録し、
地図上には、施設アイコンが
表示できます。

「自転車ナビ」モードでは、細街路を含んだ自転車に適したルートを案内。

右左折は音声でガイドするので画面を注視することなく走行できます。8種類の

ルート探索により、その日の目的や気分に合わせたサイクリングが楽しめます。

距離優先＆
いつも通る道

自転車クレードル

NVA-BU2 オープン価格＊

上り勾配が
ゆるい道路を優先 幹線道路を優先 頻度が低い道を優先

サイクリングロードを
優先

上り勾配が
きつい道路を優先 幹線道路を回避 距離を優先

別売の自転車クレードル（NVA-BU2）を
自転車に取り付けると、「ナブ・ユー」本体を
簡単に着脱できます。

すぐれた防滴性能〈IPX5相当★〉を
備えているため、サイクリング中に
急に雨が降ってきたり、水しぶきが
かかったりした場合も、あわてる
必要はありません。

目的地までの距離、到着予想時刻に
加え、速度（現在、平均、最高）、移動
距離、経過時間、消費カロリー
といった走行情報を表示する、便利な
サイクルコンピューター機能を搭載
しています。

人気の高い11のサイクリングロードを収録。現在地からサイクリングロードへの
ルートや、サイクリングロードを経由した目的地までのルートなどを探索できます。

ルート探索時や走行中に、ルートの
標高変化をグラフ表示。これから
走る道が平坦なのか、上り下りが
激しいのか、走り出す前にわかります。
坂道をなるべく避けたいときや、
逆に上り坂でトレーニングしたい
ときなどに便利です。
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走行中にGPS電波が受信できなくなっても、速度などから自車位置を
計測する「POSITIONアシスト」＊1によりガイドを継続。また、過去の渋滞
統計情報からルート上の渋滞を予測して自動的に回避します。

NV-U37

パーソナルナビゲーションシステム

NV-U37オープン価格＊

画面サイズ

型3.5V

内蔵メモリー

8GB

トレーニングにも

通勤にも

ポタリングにも

防滴

●長時間の雨にさらされた状態で使用しないでください。●強い雨の中では使用できません。●本体側面および底面の
カバーが完全にしまっている状態でご使用ください。●防滴の対象となる液体は、真水、水道水、雨水です。それ以外の
液体（石鹸水、温泉水、プールの水、海水など）につけたり、かけたりしないでください。●本体が濡れた場合、乾いた
布などで水滴をふき取り、常温で放置し乾燥させてください。

［収録サイクリングロード］ ： 多摩川サイクリングロード、多摩湖自転車道、江戸川自転車道、花見川サイクリングロード、
荒川自転車道、境川自転車道、浜名湖周遊自転車道、びわ湖レイクサイド自転車道、北大阪サイクルライン、
瀬戸内海横断自転車道（しまなみ海道）、メイプル耶馬サイクリングロード

内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5ℓ／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からの水の直接
噴流によっても、本体機能を保ちます

※NV-U37のナビ本体（付属アクセサリーを除く）は、防滴構造（JIS保護等級5〈IPX5相当〉）となっていますが、完全
防水ではありません。本体が濡れた場合、乾いた布などで水滴をふき取り、常温で放置し乾燥させてください

ポジション

【防滴に関するご注意】

★IPX5（噴流に対する保護等級）：

撮影後差替

撮影後差替

UI支給待ち

都市高速入り口ガイド

詳しくはホームページ（sony.jp/nav-u/）を
ご覧ください

●振動保証は本体のみとなります。●走行中は画面を注視、および操作しないでください。また、ヘッドホン・イヤホンを
しないでください。●ナビモードは自動車モードをご利用ください。●ルートは自動車用ルートとして探索します。
●有料道路（一部対象外）の料金は軽自動車として計算されます。（車種設定自動二輪時）●本体接続ターミナルは
防滴ではありません。●バイクマウントシステムの取り付け方法は、バイクマウントシステムメーカーにご確認ください。
●バイクマウントシステムは弊社が保証するものではありません。

【バイクナビに関するご注意】

第二京阪道路（枚方東IC～門真IC） （2010年3月開通）

3Dマップ

 首都高
 大橋ジャンクション 
 （2010年3月開通）



NV-U37

●安全のため、運転者は走行中に操作したり、画面を注視しないでください。前方不注意となり交通事故の原因となることがあります。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください

公園、地下道、歩道橋、商店街、駅内コンコースなど、徒歩専用道を通る

ルートを案内する「徒歩ナビ」機能。小さくて軽いので、気軽に持ち歩けます。

通常の地図とアウトドア地図＊1を切り替えて表示。地形図上で自分のいる位置と向いて

いる方角をすぐに確認できます。地図だけでは現在地の把握が難しい山中や渓流、

海岸などでのアクティビティをサポート。また目的地を設定しておけば、目的地への

方角と直線距離を表示できるので、登山やトレッキングなどのアウトドア活動に便利です。

本体にはあらかじめ全国の人気登山エリアのアウトドア地図（地形図）を収録しています。

「アウトドア用GPS」について詳しくはホームページ（sony.jp/nav-u/）をご覧ください

対応するソニー製USB出力機能付ポータブル電源について詳しくは
ホームページ（sony. jp/nav-u/）をご覧ください

アウトドア地図のダウンロードは
sony.jp/support/nav-u/download/nav-u/outdoormap/index.html

●アウトドア地図の現在地は、実際の現在地と異なる場合があります。実際の地形や標識を参考にしながら、
現在地を把握してください。●アウトドア地図は、国土地理院発行２万５千分の1地形図を利用しています。表示
される地図が現場の状況と異なる場合があります。また、アウトドア地図以外の地図（ゼンリン製）で表示される
地図と道、建物等の表示内容が異なる場合もあります。●表示される標高は実際と異なる場合があります。

【アウトドア用GPSに関するご注意】

太陽光を取り入れられる半透過型液晶を採用。昼間の屋外でも見やすさを
アップしました。また、バックライトを最低輝度にしても反射光を利用できるため、
徒歩やサイクリング、アウトドアなど屋外で使用してもバッテリーが長持ちします。

「グルメぴあ」「BICYCLE NAVI」といった便利で楽しいガイドブック
情報を豊富に収録。写真や詳細情報を見て、行きたい場所が見つ
かったら、そのまま目的地に設定できます。また、ガイドブックは地図
サイト「PetaMap」を利用して更新や追加が可能です。

ルート作成アプリケーションやウェブサイトで作成したKML形式・GPX形式の
ファイルを“メモリースティック”（別売）＊2で「ナブ・ユー」に取りこんで、地図
上に表示できます。登山やサイクリングでの参考ルートとして活用できます。

「ナブ・ユー」を使って走った、または歩いた軌跡を、“メモリースティック”
（別売）＊2経由で「PetaMap」などの地図サイトにアップロード＊4。旅の
思い出として保存したり、仲間と共有したりして楽しめます。

電子コンパスにより、自分が向いて
いる方角に合わせて地図が自動
的に回転。複雑な住宅街や、
山の中で便利です。電子コンパス
画面では、目的地への距離や
方角、右左折の方向、到着予想
時刻なども表示します。

画面を表示したままで最長約9時間＊3のスタミナを実現。
また、USB給電器での充電に対応しており、ポータブルUSB
給電器を用意すれば、屋外でも充電が可能です。

＊3

本体収録エリア以外の日本全国のアウトドア地図は、ソニーのウェブ
サイトから無料でダウンロードして追加できます。

「PetaMap」への移動軌跡のアップロードに
ついて詳しくは、公式サイト（petamap.jp）をご覧ください

「ガイドブック」について
詳しくは12ページへ

“メモリースティック デュオ”（別売）＊2で
 データをアップロード

“メモリースティック デュオ”（別売）＊2で転送

6 7

※GPSを受信できる環境でのみルートガイドが可能です。屋内や地下道などは、ルート探索は可能ですがルートガイドはできません

※モニター画面はハメコミ合成です。実際の画面と異なる場合があります

地図で知る日本

道の駅マップ 全国版

全国立ち寄り温泉マップ

「ナブ・ユー」を取り外して
表示された地図を見ながら
目的地まで徒歩で移動

「ナブ・ユー」が
目的地まで
しっかりナビゲート

目的地近くの
駐車場・駐輪場に停める

＊2 対応“メモリースティック デュオ”（別売）について詳しくは裏表紙をご覧ください　＊4 NMEA形式、KML形式に対応

［本体収録エリア］ ： 大雪山（旭岳、層雲峡）、奥入瀬
渓流（陸奥焼山、十和田湖東部）、八幡平、筑波山
（筑波）、尾瀬（尾瀬ヶ原、燧ヶ岳）、東京西南部、高尾山
（八王子、与瀬）、御岳山（武蔵御岳）、丹沢（中川、大山）、
上高地（焼岳、上高地、穂高岳）、乗鞍高原（乗鞍岳、梓湖）、
南アルプス（間ノ岳、仙丈ヶ岳、鳳凰山、夜叉神峠）、蓼科山
（蓼科山、蓼科）、六甲山（神戸首部）、熊野古道（伏拝、
本宮）、大山（伯耆大山）、剣山、久住山（湯坪、久住山）

目的地の
方角と距離も
表示

“メモリースティック デュオ”（別売）＊2で転送

※作成したルートは地図上への表示のみで、ルート案内はできません

※ダウンロードした地図は「ナブ・ユー」専用です。他の機器での表示などはできません
※国土地理院発行2万5千分の1地形図が発行されているエリアのアウトドア地図がダウンロード可能です

バックライトだけでなく反射光も
利用するため見やすい

半透過型液晶
USB給電器

バックライト
従来の液晶

反射光がバックライトよりも
強力なため見にくい

従来の液晶 半透過型液晶

バックライト

ペタマップ

＊3 スタミナ（画面オン）モードPC

PC

お出かけ
前に

※使用状況によっては、バッテリー持続時間が短くなる
　場合があります
※USB給電器による充電の際は防滴となりません。また
　自転車装着時や歩行時には充電を行わないでください

＊1 国土地理院発行２万５千分の１地形図

お出かけ
後に

※アウトドア地図表示の時は、ルート探索、ルートガイド、マップマッチングはできません

USB
給電器からの
充電も可能

全国日帰り温泉マップ

と



※画面はNV-U97VT/U97V/U77VT/U77Vのものです　＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください　※モニター画面はハメコミ合成です。実際の画面と異なる場合があります
●安全のため、運転者は走行中に操作したり、画面を注視しないでください。前方不注意となり交通事故の原因となることがあります。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください
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　　　　　　　　　　　　◎放送エリア以外の地域では視聴できません　◎放送の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所やトンネル、地下、建物の中など電波の届かない場所では受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください
◎受信状態がチャンネルによって異なる場合もあります　※走行中、運転者は操作をしたり画面を注視しないでください。前方不注意となり交通事故の原因となることがあります　※安全のため、走行中のワンセグ視聴、ビデオ再生は音声のみ出力されます
ワンセグについてのご注意

横浜横浜横浜横浜横
葉千千千千千葉千葉千葉千葉

NV-U97VT/U77VTには、FM VICS受信機能を搭載。広域の渋滞情報を
受信して、文字での表示、簡易道路図での表示、地図上への表示の
3つの方法により、その時の道路混雑状況をひと目で確認できます。

うかい

別売のVICSビーコンユニット（NVA-VB8）を接続すれば、目的地への
ルート上にある渋滞情報をキャッチ。自動的に別のルートを探し、渋滞を
迂回するルートに変更します。

うかい

VICS情報を受信しなくても、本体に収録されている過去の渋滞統計
情報から、主要道路の渋滞を予測。時間帯、土日、大型連休、年末
年始、お盆などの条件も考慮し、より快適な迂回ルートを案内します。

＊2

トンネルや高架下、ビルや山の陰などで、走行中にGPS電波が受信
できなくなった場合も、自車位置を地図上に表示し、右左折・分岐案内、
音声ガイドを継続します。さらに、10km程度の長いトンネルを走行しても、
自車位置が大きくずれることはありません。

出発日時や到着日時を指定した
ルート探索では、その時間帯の
渋滞統計情報から所要時間を
算出します。何時に出発すれば
よいかなど、あらかじめドライブ
計画を立てるのに便利です。

ソニー独自の速度算出技術で
トンネル内でも自車位置を継続して表示

ん。。。

別売のVICSビーコンユニット（NVA-VB8）について詳しくは14ページへ

NV-U97VT U97V
NV-U77VT U77V

αV ω

「POSITION plus GT」は、2方向のジャイロセンサー＊3に加え、3軸の加速度
センサー＊4を搭載。これらのセンサーの情報から、ソニー独自の速度算出技術により、
路面のわずかなうねり（勾配）を利用してリアルタイムでの走行速度を算出できるように
なりました。この技術により、従来の加速度情報による速度算出方式と比較して、GPS
情報を受信できない場合の自車位置測位の精度が飛躍的に向上しました。

高精度な
自車位置表示が

可能に

勾配変化
ω

加速度
α

速度
V

検出

検出

＊4

＊32方向
ジャイロセンサー

3軸
加速度センサー

ルート上に渋滞が予測
される区間があると1 目的 地までの

ルートを再探索2 渋 滞を迂 回した
ルートを案内3

うかい

渋
滞（
予
測
）区
間

ポジション プラス GT

トンネル内の
分岐も案内

レベル1「文字表示型」 レベル2「簡易図形表示型」 レベル3「地図表示型」
例えば・・・・・・

東関東自動車道千葉北IC付近

第三京浜道路都筑IC付近

＊2 GPSの非測位を一時的に補う機能です。長いトンネルや高架下、道路以外の地下・立体駐車場などでは、自車位置に
     誤差が出ることがあります
＊3 勾配に合わせて生じる車のわずかな上下・左右の角速度を検出するセンサー
＊4 上下・左右・前後の加速度を検出するセンサー

都筑IC
付近

千葉北IC
付近

時間帯によって渋滞しやすい道路

渋滞統計情報を
利用しない場合のルート
渋滞統計情報を
利用した場合のルート

NV-U97VT/U97Vには2011年4月
締めの最新地図データ＊1を収録。
東京スカイツリーや
フェリー航路といった、
新情報も収録されて
います。
＊1 NV-U77VT/U77Vは
     2010年4月締めデータ

 名古屋第二環状
 自動車道
 （2011年3月開通）

建物の形や道路幅、一方通行
なども案内する「市街詳細地図」を
NV-U77VT/U77Vは1,331エリア、
NV-U97VT/U97Vは1,300エリア
収録。入り組んだ路地のある市街
地などで便利です。 首都高 大橋ジャンクション（2010年3月開通）

オープン価格＊

画面サイズ

型4.8V

内蔵メモリー

8GB

パーソナルナビゲーションシステム

NV-U77V

オープン価格＊

画面サイズ

型4.8V

内蔵メモリー

8GB

パーソナルナビゲーションシステム

NV-U77VT
［FM VICS対応］

オープン価格＊

内蔵メモリー

8GB

パーソナルナビゲーションシステム

NV-U97V

オープン価格＊

画面サイズ

型7.0V

内蔵メモリー

8GB

パーソナルナビゲーションシステム

NV-U97VT
［FM VICS対応］

画面サイズ

型7.0V



※画面はNV-U97VT/U97V/U77VT/U77Vのものです　※モニター画面はハメコミ合成です。実際の画面と異なる場合があります
●安全のため、運転者は走行中に操作したり、画面を注視しないでください。前方不注意となり交通事故の原因となることがあります。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください

「ピタッと吸盤」をダッシュボードにピタッと付けて、本体をカチッと装着。
後はシガー電源コードの接続だけで他の配線は不要です。取り外して
他のクルマに乗せ替えるのも簡単。1台あれば、複数のクルマで使えます。

ルート案内時のガイド音声を英語に
設定できます。これにより、英語の
方がわかりやすい方も、より安心して
カーナビを利用できます。

推奨ルートや有料道優先、一般道
優先など、目的地までの6種類の
ルートを探索できます。

ルート探索時にルートの標高変化を
グラフ表示。これから走る道のアップ
ダウンが事前にわかります。走行
中の勾配も表示でき、より安全な
運転に役立てることができます。

現在地点から近くにあるレストランや
駐車場などの施設を検索できます。
また、目的地方向や目的地周辺の
最寄検索もできるので、無駄の
ないドライブ計画を立てるのに
役立ちます。

メニューにタッチしたり、なぞったりすることで、あら
ゆる操作が簡単にできます。NV-U97VT/U97V
には、より見やすく操作しやすい大型パネルを、
NV-U77VT/U77Vには、よりくっきりとクリアな
静電タッチパネル＊2を採用しています。
＊2 スタイラスやタッチペンなどは使用できません

※交差点名読み上げには対応しません

 レバーを回して、
吸着状態をロック

ボタンをしっかり押して
空気を抜き、吸盤を吸着

本体を
クレードルに装着

　　　　　　　　　　　　◎放送エリア以外の地域では視聴できません　◎放送の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所やトンネル、地下、建物の中など電波の届かない場所では受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください
◎受信状態がチャンネルによって異なる場合もあります　※走行中、運転者は操作をしたり画面を注視しないでください。前方不注意となり交通事故の原因となることがあります　※安全のため、走行中のワンセグ視聴、ビデオ再生は音声のみ出力されます
ワンセグについてのご注意10 11

通常の地図ではわかりにくい山中や海岸などでの散歩に便利。地形
図上で自分のいる位置をすぐに確認できます。また、目的地を設定して
おけば、目的地への方角と直線距離も表示できます。

®

対応する機種について詳しくはホームページ（sony.jp/nav-u/）、
「おでかけ転送」について詳しくはソニーブルーレイディスク/DVDレコーダーの
ホームページ（sony.jp/bd/）をご覧ください

対応する機種について詳しくは
ホームページ（sony.jp/nav-u/）をご覧ください

詳しくは、P7アウトドア用GPSをご覧ください

 Bluetooth®対応の
携帯電話

ソニー製ブルーレイディスクレコーダーの「おでかけ転送」機能に対応。
USBケーブルで接続し、録画した番組を「ナブ・ユー」内の“メモリースティック 
PRO デュオ”（別売）＊3に転送できます。

内蔵のマイクとスピーカーでハンズフリー通話が可能。タッチ
パネル操作で電話番号入力や着信履歴から発信でき、携帯電話の
アドレス帳の転送も行えます。

BluetoothⓇ（A2DP）対応のカーオーディオをお使いなら、ガイド音声を
ワイヤレスで飛ばしてカースピーカーから出力できます。

はい

もしもし

＊4 専用アプリケーションが必要です

※方角はGPSの情報をもとに表示されます　※アウトドア地図表示の時は、マップマッチングはできません

ワンセグの視聴はもちろん、“メモリースティック 
PRO デュオ”（別売）＊3を使えば録画も可能。
電子番組表から簡単に予約できます。

“メモリースティック デュオ”（別売）＊3に
「ナブ・ユー」の走行ログを記録して
「PetaMap」で仲間と共有できます。

公園、地下道、歩道橋、商店街、駅内コンコースなど、徒歩専用道を通る
ルートを案内。NV-U77VT/U77Vは電子コンパスを搭載しており、自分が
向いている方角に合わせて地図が自動回転するため、目的地まで迷わずに
向かえます。スーパースタミナモードなら、約6.5時間＊5の連続使用が可能です。

「ガイドブック」について詳しくは12ページへ

※落下防止のため、クレードルは取扱説明書どおりに確実に取り付けてください
※夏場で車内が高温になるときなど、熱による落下および故障を防ぐため、使用後は本体とクレードルを取り外し
　直射日光の当たらない場所に保管してください
※NV-U97VT/U97Vは本体を安定させるため、クレードルがダッシュボードに接地するように取り付けてください
※ダッシュボードによっては取り付けできない場合や、付属の取り付けシートが必要になる場合があります
※ダッシュボードの材質や表面の仕上げ方法などによっては、吸盤の跡が残ることがあります。あらかじめご理解の上、ご使用ください
※吸盤部にホコリなどが付着すると吸着力が低下しますが、簡単なお手入れで元の吸着力に戻ります

円を描く 屋根を描く

「ジェスチャーコマンド」について詳しくはホームページ（sony.jp/nav-u/）をご覧ください

「地図の縮尺変更」「自宅へ帰る」など、よく使う機能は画面をなぞるだけで
すばやく操作できます。

「PetaMap」からのダウンロード、
走行軌跡のアップロードについて詳しくは、
公式サイト（petamap.jp）をご覧ください

地図の
縮尺を
変更する

自宅へ
帰る

日本全国の住所や施設など、検索用のデータをたっぷりと収録。住所の
絞込み、施設のジャンル検索や名称入力などにより、豊富なデータの
中から行きたい場所をスピーディーに探し出して表示します。

＊3 対応“メモリースティック デュオ”（別売）、“メモリースティック PRO デュオ”（別売）について詳しくは裏表紙をご覧ください

＊1 個人宅を含む「ハローページ」「タウンページ」検索データを収録

1 2 3

4 5 6

7 8 9

＊ 0 #

あ か さ

た な は

ま や ら

小文字

マナー メモ

わ

住所で探す 電話番号で探す

名称で探す ジャンルで探す

約3,500万件 約3,000万件

約1,000万件 約200万件

目的地の
ガイドブック
として活用

ガイドブック情報を豊富に収録。行きたい
場所が見つかったら、そのまま目的地に
設定できます。また、「PetaMap」を利用して
ガイドブックの更新や追加、レストランの
クーポンのダウンロードが可能です。

全国の自動速度違反取締装置（オービス）設置地点を収録。走行時に
前方にオービスが近付くと、音声でドライバーに安全運転を促します。

自動速度違反
取締装置
オービス

※この機能は、スピードの出し過ぎやオービス目前の危険な急減速などを避けるために、安全運転を促す機能であり、交通違反の取り締まりを
避けるためのものではありません。日ごろからの安全運転をお心がけください ※収録されている地点は、NV-U97VT/U97Vは2011年3月、
NV-U77VT/U77Vは2010年6月時点のデータです。新しい地点の未収録や誤りなどにより、収録内容と実際が異なる場合があります

「オービスです」

＊1

また、auのEZカーナビリンク対応の携帯電話と連携し＊4、EZナビ
ウォークなどで調べた場所情報を転送して目的地として設定できます。

NV-U97VT U97V
NV-U77VT U77V

In two hundred fifty meters, 
turn left.

目的地の
方角と距離

目的地の方角 拡大・縮小

現在地

ソニー独自開発のゲル素材の吸盤を採用しているため、細かい凹凸のある
ダッシュボードでも、ビスや両面テープを使わずに直接取り付けできます。

回す

押す

＊5 スーパースタミナ（画面OFF・音声案内のみ、
操作時は画面ON）設定時。NV-U77VT/

    U77Vの場合。NV-U97VT/U97Vは約7時間

※GPSを受信できる環境でのみルートガイドが
可能です。屋内や地下道などは、ルート探索は
可能ですがルートガイドはできません
※使用状況によっては、バッテリー持続時間が
短くなる場合があります

  

※表示される標高は実際と異なる場合があります



対応する機種について詳しくはホームページ（sony.jp/nav-u/）、
「おでかけ転送」について詳しくはソニーブルーレイディスク/DVDレコーダーのホームページ（sony.jp/bd/）をご覧ください

ソニー製ブルーレイディスクレコーダー

外出先で使い方を教えてくれる「かんたん操作ガイド」を用意。目次から探すだけでなく、キーワードから
検索して知りたい操作を確認できます。

USBケーブルで転送

ソニー製ブルーレイディスクレコーダーの「おでかけ転送」機能に
対応。USBケーブルで接続し、録画した番組を「ナブ・ユー」内の
“メモリースティック PRO デュオ”（別売）＊3に転送できます。転送された
番組の映像はワンセグ放送よりも高解像で動きもなめらかです。

“メモリースティック デュオ”（別売）＊3に「ナブ・ユー」の
走行ログを記録できます。例えば「PetaMap」にルート
アップロード＊4して思い出や耳寄りな
情報を仲間と共有できます。 “メモリースティック デュオ”（別売）＊3で

 データをアップロード＊4 NMEA形式に対応

専用ウェブサイトから、興味のあるガイドブックを無料でダウンロードして
追加可能。好きなジャンルの最新スポット情報を「ナブ・ユー」に取りこめば、
使う場面がさらに広がります。 

＊2

〈 petamap.jp/navu/ 〉

USBケーブル、もしくは
“メモリースティック デュオ”
（別売）＊3で転送

充実したカーライフに役立つ全国の
ガソリン価格を掲載

お得に泊まれる全国の高級宿泊
施設を地図から検索

山の生い立ち、山名の由来、登山の
歴史を山岳写真家の作品を添えて紹介

ユーザーから寄せられた、山の見ど
ころや絶景ポイント、休憩所などを掲載

日本全国3,000店舗以上のレンタカー
営業所を収録

自転車で立ち寄りたいカフェや
ビュースポット、駐輪場情報などを紹介

無料地図サイト「PetaMap」に登録されている約100万件もの情報から、気に
なるスポットを検索。お気に入りの情報をまとめた自作のガイドブックを「ナブ・ユー」
に転送できます。また、「ぐるなび」などのオフィシャルマップや、ユーザーが作成
したマップも活用可能。もちろん、追加したスポットを目的地に設定できます。 

＊2

「 」 〈 petamap.jp 〉

便利で楽しいガイドブックを豊富に収録。写真や詳細情報を見て、
行きたい場所が見つかったら、そのまま目的地に設定できます。

＊1

全国のグルメスポット情報が満載

こどもとのお出かけに役立つスポット
情報〈買う/食事〉

全国の温泉地を紹介。名湯・秘湯の
泉質、効能をチェック

地元ならではの食材を使った、おい
しいご当地名物料理マップ

自転車専門マガジン「BICYCLE NAVI」が
おすすめするサイクリングに便利なスポット情報

ドライブの休憩時間が楽しくなる、
地域色豊かな道の駅情報

その地域ならではの、新鮮な旬の
魚が味わえるお店を紹介

あらゆるテーマから日本を再発見
できるマップ

こどもとのお出かけに役立つスポット
情報〈遊ぶ/見る〉

ドライブの帰りに気軽に立ち寄って
楽しめる温泉情報を満載

地図で知る日本 道の駅マップ 全国版 BICYCLE NAVI ぴあ こどもと遊ぼう 遊ぶ見る全国立ち寄り温泉マップ

全国日帰り温泉マップ

て、
す。

プ

NV-U37 NV-U97VT/
NV-U97V

NV-U77VT/
NV-U77V

BICYCLE NAVI

全国名物料理マップ

地魚が食べられるお店

地図で知る日本

ぴあ こどもと遊ぼう
（遊ぶ見る/買う食事）

ゴルフダイジェスト
オンライン

道の駅マップ 全国版

全国日帰り温泉マップ

全国立ち寄り温泉マップ

グルメぴあ

※画面はNV-U97VT/U97V/U37/U77VT/U77Vのものです　※モニター画面はハメコミ合成です。実際の画面と異なる場合があります
●安全のため、運転者は走行中に操作したり、画面を注視しないでください。前方不注意となり交通事故の原因となることがあります。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください12 13＊1 NV-U37はガイドブック8冊分、約1万4千件となります　＊2 サービスをご利用いただくには「PetaMap」への会員登録（無料）が必要です。紹介しているガイドブックは、2011年9月現在のものです。ウェブサイトに掲載されるガイドブックの種類は予告なく変更する

場合があります　＊3 対応“メモリースティック デュオ”（別売）、“メモリースティック PRO デュオ”（別売）について詳しくは裏表紙をご覧ください

ペタマップ

全国約10,000件の宿情報。出張に
使えるビジネスホテルも

デートのときのレストラン選びに
おすすめ

日本最大級のグルメサイトから、最新の
レストラン情報を掲載

約9,500件

約1,000件

約1,800件 約2,100件約2,100件

約80件

約2,300件

約500件

約900件

約400件

約800件

約3,000件

一度は訪ねてみたい日本の名城の
情報を集めたお城マップ

夜景のプロにより日本中から選ばれた、
後世に残したい「日本の美夜景」



：このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください　＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください　※モニター画面はハメコミ合成です。実際の画面と異なる場合があります
●安全のため、運転者は走行中に操作したり、画面を注視しないでください。前方不注意となり交通事故の原因となることがあります。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください14 15

NV-U37 NV-U77VT/U77VNV-U97VT/U97V

「 」

自車位置測位システムから、渋滞情報、オービス＊1案内まで、
高性能カーナビ機能をスタイリッシュボディに凝縮

地図や文字が、見やすい大画面。
タッチ操作も、より簡単

詳しくは「ナブ・ユー」ホームページ（sony . j p / n a v - u /）をご覧ください

希望小売価格 31,500円（税込）

地図データや検索データなどを最新にし、ナビ機能の追加もできるバージョンアップディスク

希望小売価格  22,800円（税込）

NV-U76VT/U76V/U75V/U75/
U35用地図更新ディスク

NVD-U42J

NVD-MG105 NVD-MV105 NVD-D105

NV-U37/U35専用クレードルと、
シガー電源コード（12/24V）のセット

●対応機種：NV-U37/U35

●対応機種：NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/
U76VT/U76V/U75V/U75/U3DV/U3V/U3/U2/U1

光ビーコン、電波ビーコンでの
渋滞情報受信機能を追加

VICSビーコンユニット

NVA-VB8
オープン価格＊

NVA-BS6
オープン価格＊

カークレードルキット

NVA-CU11J
オープン価格＊

カークレードルキット

NVA-CU10J
オープン価格＊

外部GPSアンテナ

VCA-42
オープン価格＊

外部ワンセグアンテナ

VCA-121
オープン価格＊

●対応機種：NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/
U76VT/U76V/U75V/U75/U3DV/U3V/U3

NV-U97VT/U97V専用クレードルと、
シガー電源コード（12V）のセット

●対応機種：
NV-U97VT/U97V

カークレードルキット

NVA-CU9J
オープン価格＊

カークレードルキット

NVA-CU5J
オープン価格＊

NV-U3DV/U3V/U3専用クレードルと、
シガー電源コード（12V）のセット

●対応機種：
NV-U3DV/U3V/U3/U2

NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75専用
クレードルと、シガー電源コード（12V）のセット

●対応機種：
NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75

NVA-VB6専用
ビーコンスタンド

●対応機種：
NV-U97V/U77V/U76V/U75V/U75/U3DV/U3V/U3/U2

「NVA-VB6」をつなぐためのスタンド＊3

保護シート（クリアタイプ）

NVA-PS1C
オープン価格＊

保護シート（低反射タイプ）

NVA-PS1A
オープン価格＊

●対応機種：
NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75

画面を傷などから守り、
指紋が拭き取りやすい画面保護シート。
画面が見やすいクリアタイプ

●対応機種：
NV-U77VT/U77V/U76VT/U76V/U75V/U75

画面を傷などから守り、
指紋が目立ちにくい画面保護シート。
画面の映りこみを軽減する低反射タイプ

●対応機種：NV-U97VT/U97V/U77VT/U77V/
U76VT/U76V/U75V/U3DV/U3V

ワンセグの受信状態をより安定させる
ワンセグ用外付TVアンテナ

GPSの感度をより安定させる
外付GPSアンテナ

自転車クレードル

NVA-BU2
オープン価格＊

●対応機種：NV-U37/U35

NV-U37/U35を自転車で使うための
自転車専用アタッチメント

希望小売価格  16,800円（税込）

NV-U2用
地図更新ディスク

NVD-U23J
希望小売価格  14,800円（税込）

NV-U1用
地図更新ディスク

NVD-U13J
●2010年4月締め地図データを収録
●本体用地図データ／検索データおよび“メモリー
スティック デュオ”での拡張用検索データを収録

●2010年4月締め地図データを収録
●住所・道路名表示、絞込み検索などナビゲーション
機能を強化
●自動速度違反取締装置（オービス）の地点データを
収録し、音声案内機能を追加

●2011年4月締め地図データを収録
●郵便番号検索、英語音声案内、アウトドア地図対応、
ルート詳細表示、ルートインポートなどのナビゲーション
機能強化
●自動速度違反取締装置（オービス）の2011年3月
締めの地点データ収録

希望小売価格  19,800円（税込）

NV-U3DV/U3V/U3/U3C用
地図更新ディスク

NVD-U33J
●2011年4月締め地図データを収録
●ルート詳細表示、ルートインポートなどのナビゲーション
機能強化

●自動速度違反取締装置（オービス）の2011年3月
締めの地点データ収録

画面サイズ

型3.5V

内蔵メモリー

8GB

画面サイズ

型4.8V

内蔵メモリー

8GB

ブラック（B） オレンジ（D）

ホワイト（W）

駆動方式
タッチパネル
画面サイズ
アスペクト比
表示画素数（画面解像度）
バックライトコントロール
スピーカー
スピーカー出力
ヘッドホン出力
GPS レシーバー
外部GPS アンテナ
自律機能　
内蔵フラッシュメモリー
“メモリースティック デュオ”スロット
縮尺
市街詳細地図
3D地図表示
2画面表示
ランドマーク施設情報
アウトドア地図
電話番号検索
住所検索
名称検索
最寄検索
最寄検索範囲
ジャンル検索
郵便番号検索
履歴検索
マーク登録
お気に入り設定
ガイドブックデータ

道路データ
住所検索データ
施設電話番号検索データ
ジャンル検索データ
高速・有料道路料金データ
市街詳細地図データ
自動速度違反取締機（オービス）地点データ
経由地設定
細街路探索
オートリルート
日時指定探索
探索条件
ジャンクション・ランプガイド
レーン情報
交差点拡大表示
矢印ガイド表示
有料道路料金案内
方面看板
3Dリアル交差点ガイド
ハイウェイマップ
交差点名称音声案内
都市高速入り口ガイド
自動速度違反取締機（オービス）案内
標高グラフ表示
英語音声案内
VICSビーコン対応
FM VICS対応
VICS渋滞表示/文字表示/図形表示
VICS渋滞回避・迂回ルート
渋滞統計情報
ナビモード
ジェスチャーコマンド
サウンドテーマ変更
GPSログ出力＊5
ルートインポート＊5

ブルーレイディスクレコーダー連携
（おでかけ転送）＊6

ビデオ再生形式

グルメぴあ
全国立ち寄り温泉マップ
全国日帰り温泉マップ
道の駅マップ 全国版
ぴあ こどもと遊ぼう（遊ぶ見る/買う食事）
地図で知る日本
地魚が食べられるお店
全国名物料理マップ
ゴルフダイジェストオンライン

約9,500件
約1,000件
約500件
約900件
約2,100件
約400件
約800件
約3,000件
約2,300件

グルメぴあ
全国立ち寄り温泉マップ
全国日帰り温泉マップ
道の駅マップ 全国版
ぴあ こどもと遊ぼう（遊ぶ見る/買う食事）
地図で知る日本
地魚が食べられるお店
全国名物料理マップ
ゴルフダイジェストオンライン

約9,500件
約1,000件
約500件
約900件
約1,800件
約400件
約800件
約3,000件
約2,300件

クレードル、シガー電源コード（12V）、ACアダプター、USBケーブル、
ホームスタンド、クレードルストラップ、ソフトキャリングケース、
取り付けシート、ハンドストラップ、取扱説明書一式、保証書、
FM VICSユニット一式（NV-U77VTのみ）

●
3.5V型
 4:3

230,400（320×240）
●昼夜自動切替（手動調整10段階）

1.0W

̶
POSITIONアシスト

●（全国1,331エリアの詳細地図搭載）＊4

̶

●

●

2010年4月（高速・有料道路）/2010年1月（国道・都道府県道）
2010年3月
2010年3月
2010年2月
2010年3月
2009年11月
2010年6月

自動車モード 6種類／自転車モード 8種類／徒歩モード 3種類

●（自転車モード時）
̶
̶
̶
̶
̶

自動車／自転車／徒歩ナビ

KML形式／GPX形式
●
̶
̶

TFTアクティブマトリックス
●

7.0V型
16:9

391,680（480×272）
●自動ON（オートディマー）/OFF（手動調整10段階）

モノラル
1.5W
ステレオ
本体内蔵

別売外部GPSアンテナ対応
POSITION plus GT

8GB
●

25ｍ-800km（17段階）
●（全国1,300エリアの詳細地図搭載）＊4

●
●
●
●

約3,000万件（施設検索データ、個人宅検索データ）
約3,500万件（番地のテンキー入力も可能）

●（ジャンル／地域選択）
ジャンル／名称／ガイドブック／かんたん最寄
最寄から／目的地方向／目的地周辺
約200万件（名称/地域絞り込み）

●
目的地／経由地に設定した最大36件

2,000件
5件＋自宅

2011年4月（高速・有料道路）/2011年1月（国道・都道府県道）
2011年3月
2011年3月
2011年2月
2011年3月
2010年11月
2011年3月
●
●
●
●

自動車モード 6種類／徒歩モード 3種類
●
●

●市街詳細地図表示（対応地域のみ）、2段階案内
●
●
●
●
●
●
●
●

●（自動車モード時）
●

●（別売のNVA-VB8で対応）
●（NV-U97VTのみ）

●（NV-U97VTのみ）（NV-U97Vは別売のNVA-VB8で対応）
●（別売のNVA-VB8で対応）

●
自動車／徒歩ナビ

10種類
5種類

NMEA形式／KML形式
KML形式／GPX形式

̶
̶

視聴・録画＊6

●

●（静電タッチパネル）
4.8V型
 16:9

391,680（480×272）
●自動ON（オートディマー）/OFF（手動調整10段階）

1.0W

別売外部GPSアンテナ対応
POSITION plus GT

●（全国1,331エリアの詳細地図搭載）

●

̶

̶

2010年4月（高速・有料道路）/2010年1月（国道・都道府県道）
2010年3月
2010年3月
2010年2月
2010年3月
2009年11月
2010年6月

自動車モード 6種類／徒歩モード 3種類

̶
̶

●（別売のNVA-VB8で対応）
●（NV-U77VTのみ）

●（NV-U77VTのみ）（NV-U77Vは別売のNVA-VB8で対応）
●（別売のNVA-VB8で対応）

自動車／徒歩ナビ

̶
●

●（HFP、OPP、A2DP）
視聴・録画＊6

・AVC Baseline Level 3形式（拡張子：mp4、m4v）　・MPEG4 Simple Profile形式（拡張子：mp4、m4v）　・VC1 Simple Profile形式（拡張子：wmv）　・VC1 Main Profile形式（拡張子：wmv）

・MP3形式（拡張子：mp3）　・ATRAC形式（拡張子：oma）　・ATRAC Advanced Lossless形式（拡張子：oma）　・WMA形式（拡張子：wma）
・リニアPCM形式（拡張子：wav）　・AAC形式（拡張子：m4a、3gp）　・HE-AAC形式（拡張子：m4a、3gp）

クレードル、シガー電源コード（12/24V、NV-U37専用）、
ACアダプター、USBケーブル、キャリングポーチ、
取り付けシート、ハンドストラップ、
クレードルストラップ、取扱説明書一式、保証書

※ファイル形式について詳しくはホームページ
   （各商品の「主な仕様」）をご覧ください

［FM VICS対応］

コンパクトで充実のナビ機能。
徒歩やサイクリング＊2でも活躍

パーソナルナビゲーションシステム

NV-U35オープン価格＊

パーソナルナビゲーションシステム

NV-U76VTオープン価格＊
パーソナルナビゲーションシステム

NV-U76Vオープン価格＊

＊1 自動速度違反取締装置　＊2 別売の自転車クレードルNVA-BU2が必要です

画面サイズ

型6.1V

内蔵メモリー

4GB
パーソナルナビゲーションシステム

NV-U3DVオープン価格＊

　　　　　　　　　　　　◎放送エリア以外の地域では視聴できません　◎放送の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所やトンネル、地下、建物の中など電波の届かない場所では受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください
◎受信状態がチャンネルによって異なる場合もあります　※走行中、運転者は操作をしたり画面を注視しないでください。前方不注意となり交通事故の原因となることがあります　※安全のため、走行中のワンセグ視聴、ビデオ再生は音声のみ出力されます
ワンセグについてのご注意

＊3 NV-U1用のビーコンユニットNVA-VB6は、
NVA-BS6と組み合わせて本体に接続できます

グルメぴあ
全国立ち寄り温泉マップ
全国日帰り温泉マップ
道の駅マップ 全国版
ぴあ こどもと遊ぼう（遊ぶ見る/買う食事）
地図で知る日本
BICYCLE NAVI

約9,500件
約1,000件
約500件
約900件
約2,100件
約400件
約80件

希望小売価格 29,400円（税込）

NVX-Z555専用
バージョンアップキット

NVD-Z102
希望小売価格 31,500円（税込）

NVX-M7000/G6500/G8000/G100専用
08年度版バージョンアップ/DVDナビシステムマップ

収録
データ

収録
データ

収録
データ

収録
データ

希望小売価格 31,500円（税込）

NVX-MV8000B/MV8100専用
08年度版バージョンアップ/DVDナビシステムマップ

NVX-DVシリーズ専用
バージョンアップ/DVDナビシステムマップ

＊4 一般住宅の家形枠には非対応　＊5 別売の“メモリースティック デュオ”が必要です　＊6 別売の“メモリースティック PRO デュオ”が必要です　＊7 測定条件〈電池:お買い上げ後に満充電にした状態、音量/画面の明るさ:お買い上げ時の
設定、温度:25℃、ルートシミュレーション（擬似ルートガイド状態）で測定〉
★IPX5（噴流に対する保護等級）：内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5ℓ／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からの水の直接噴流によっても、本体機能を保ちます
※NV-U37のナビ本体（付属アクセサリーを除く）は、防滴構造（JIS保護等級5〈IPX5相当〉）となっていますが、完全防水ではありません。本体が濡れた場合、乾いた布などで水滴をふき取り、常温で放置し乾燥させてください

クレードル、シガー電源コード（12V）、
ACアダプター、USBケーブル、
取り付けシート、取扱説明書一式、保証書、
FM VICSユニット一式（NV-U97VTのみ）

約3時間（ノーマル）／約5.5時間（スタミナ）／
約6.5時間（スーパースタミナ）

約1.5時間（ノーマル）／約3時間（スタミナ）／
約7時間（スーパースタミナ）

約5時間（ノーマル）／約9時間（スタミナ〈画面オフ自動ガイドオン〉）／
約9時間（スタミナ〈画面オン〉）／約11時間（スーパースタミナ）

新発売 新発売

＊5

＊5

®

＊5

●
●

DC12V（マイナスアース）
●

̶
約 幅141×高さ88.5×奥行17.5

約255

̶
̶

DC5V（マイナスアース）
̶

●〈IPX5相当★〉
約 幅112×高さ79×奥行19.7

約182

静止画再生形式
電源
USB インターフェイス
外部GPSアンテナジャック
外部ワンセグアンテナジャック
ヘッドホンジャック
電源
VICS ビーコン接続端子
バッテリー持続時間＊7

防滴
外形寸法（mm）
質量（g）
付属品

JPEG
DC5V（付属ACアダプター接続時）

●（Hi-Speed USB）
●
●
●

DC12V（マイナスアース）
●

̶
約 幅192×高さ115.4×奥行23

約440

高速・有料道路データ： 2008年4月締め
国道・都道府県道データ： 2008年1月締め
タウンページデータ： 2008年3月締め

地図（道路）データ： 2007年4月締め
道路料金データ： 2007年4月締め
タウンページデータ： 2007年1月締め

地図（道路）データ： 2007年4月締め
道路料金データ： 2007年4月締め
タウンページデータ： 2007年1月締め

高速・有料道路データ： 2007年4月
国道・都道府県道データ： 

おおむね 2007年2月



NV-U97VT/U97V/U37/U77VT/U77V/U3DV/U76VT/U76V/U35 NVA-BS6/CU11J/CU9J/CU5J/CU10J/BU2

環境配慮情報 ●包装用緩衝材に段ボールを使用　●充電式Ｌｉ-ion電池を使用
●主なプリント配線板にハロゲン系難燃剤を不使用　●主なキャビネットにハロゲン系難燃剤を不使用 
●キャビネット（NV-U97VT/U97V/U37/U35を除く）とクレードルの一部に再生プラスチックを使用

●包装用緩衝材に段ボールを使用
●主なキャビネットおよび主なプリント配線板にハロゲン系
難燃剤を不使用

NVA-VB8
●包装用緩衝材に段ボールを使用
●主なキャビネットの一部に再生
プラスチックを使用

対応“メモリースティック デュオ” 「ナブ・ユー」オフィシャルサイト

“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”
“メモリースティック PRO-HG デュオ”

本機では32GB以下の“メモリースティック 
デュオ”が使用可能です。ただし、32GB以下の
すべての“メモリースティック デュオ”の使用を
保証するものではありません。

対応“メモリースティック デュオ”の最新情報は…

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、使用の前に必ず「取扱説明書」と「取付と接続」をよくお読みください。
運転の妨げになる場所や水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。事故、火災、感電、故障などにより、死亡や大ケガになることがあります。

詳細な製品情報やPCアプリケー
ションなどの推奨動作環境を掲載
しています。また、最新地図への
更新情報など、役立つコンテンツを
提供しています。

sony.jp/nav-u/

※ワンセグの録画、ソニーのブルーレイディスクレコーダーからの「おでかけ転送」には“メモリースティック PRO 
　デュオ”“メモリースティック PRO-HG デュオ”のみ対応しています

別売

www.sony.jp/memorystick/compatible/index_carnavi.html ※写真は、2012年4月現在の画面です

CVKP  Printed in Japan.  （84943106）R

2012.春夏号
カタログ記載内容2012年4月現在

防滴に関するご注意（NV-U37/U35）  ●長時間の雨にさらされた状態で使用しないでください。●強い雨の中では使用できません。
●本体側面および底面のカバーが完全にしまっている状態でご使用ください。●防滴の対象となる液体は、真水、水道水、雨水です。
それ以外の液体（石鹸水、温泉水、プールの水、海水など）につけたり、かけたりしないでください。●本体が濡れた場合、乾いた布
などで水滴をふき取り、常温で放置し乾燥させてください。
商品使用上のご注意  ●この商品は１２V車専用です。（NV-U37/U35は24Vにも対応）●道路交通法および関連する法令、
規定類に抵触しないよう正しくダッシュボードにお取り付けください。●落下防止のため、クレードルは取扱説明書どおりに確実に取り
付けてください。●使用後は直射日光の当たらない場所に保管してください。ダッシュボードに取り付けた状態で放置すると、落下や
故障の原因になることがあります。●この商品は自動車、バイク（NV-U37）、自転車（NV-U37/U35）、徒歩用のナビゲーションです。
●ナビゲーションの探索ルートやルートガイド、及び表示や規制は、現況と違う場合があります。実際の走行は道路標識や交通
規則に従って安全に運転してください。●走行中運転者は、安全のため複雑な操作をしないでください。ナビゲーションのルート
設定等複雑な操作は、必ず安全な場所に止めてから行ってください。●運転中は画面を注視しないでください。●安全のため、
走行中一部の操作はできなくなっています。●GPS電波は地理的状況により、受信しにくい、もしくは受信できない場所があります。
●GPS衛星は米国、国防総省により管理されており、精度が保証されないことがあります。●VICSセンターが提供する情報に
関して、当社は一切の責任を負いかねます。●VICSセンターでは、道路の新設もしくは改造などの形状変化、信号機、車両感知器の
増設などの交通施設の変化に応じ、より適切な情報を提供するため、毎年、道路交通情報（渋滞、混雑の矢印等）の追加、削除を
行っています。従いまして、道路交通情報の削除がなされた道路では、道路交通情報が表示されなくなることがあります。●熱線
反射タイプまたは熱線吸収タイプのフロントガラスには、電波を通さないものがあり、GPS測位ができない場合があります。●周辺の

環境により、GPS測位に誤差が生じることがあります。●本機では、32GBまでの“メモリースティック”で動作確認を行っています。
ただし、全ての“メモリースティック”での動作を保証するものではありません。●あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむ
ほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された“メモリースティック”は、
著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。
商品に関するご注意  ●商品には保証書がついています。必ず保証書の記載事項を確認の上、大切に保管してください。●対象商品を
業務目的および業務用車両に搭載して使用する場合は、保証書に記載している内容の適用対象にはなりません。●当社は、ナビゲーションの
補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合が
ありますのでご了承ください。●位置精度は、GPS電波の受信状況、車種や取り付け方などの諸条件によって異なります。
各種商標など  ●“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です。●“メモリースティック”、“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”、“メモリースティック PRO-HG デュオ”はソニー株式会社の登録商標または商標です。
●「nav-u」および　     　　   はソニー株式会社の登録商標または商標です。●「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。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録
商標であり、ソニー株式会社はこれらの商標を使用する許可を受けています。●「au」、「EZweb」ロゴは、KDDI株式会社の登録
商標または商標です。
カタログ上のご注意  ●本カタログに記載している地図画面等はすべてハメコミ合成です。また表示内容は実際とは異なる場合が
あります。●仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の
商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。


