
〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル） 
 07-12　N871L67744

JavaTM テクノロジー・コンテンツ 操作説明書

ご注意
※ Java および Java に関する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
※ ダウンロードしたアプリはMIDP 2.0（Mobile Infomation Device Profi le）に準拠している必要があります。MIDP 2.0 に
準拠していないアプリは正しく動作しません。（i アプリやVアプリなどの JavaTM アプリは動作しません。）

※ 「i モード」および「i-mode」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※ 「i ナビリンク」「i アプリ /アイアプリ」「i メロディ /アイメロディ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※ 走行中は本機能をご使用いただくことはできません。
※ 本書は内蔵ハードディスクに標準搭載されたアプリの操作方法を記載しています。（一部除く）
三菱電機サイトまたはその他のサイトよりダウンロードしたアプリの操作方法は記載していません。

※ 三菱電機サイトまたはその他のサイトに接続するためのプロバイダの設定方法についてはナビゲーションシステムの取扱説明
書を参照してください。

※ インターネット上からダウンロードしたアプリなどのデータはお客様が個人として利用する以外に著作権者の許可無く全部ま
たは一部をそのままの状態または変更して販売もしくは、再配布することはできません。

お客さまへの安全上のご注意

● 安全運転のため、ご使用の前に本書及び「取扱説明書」・「取付要領書」をよくお読みの上、正し
くお使いください。

● お読みになったあとは、「取扱説明書」・「取付要領書」とともにいつでも見られるところに必ず
保管してください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防
止するために、いろいろな絵表示とともに、取り扱い上の注意点を記載しています。
絵表示は次のような意味を示しています。

このような絵表示は、禁止（やってはいけないこと）の内容です。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を
負う可能性が想定される内容を示しています。

運転者は運転中に、画像を注視しない。
前方不注意となり事故の原因となります。
道路交通法により、運転者が走行中に画面を注視することは禁止されています。

※ハンドルリモコンで操作する場合も、画面を注視しないでください。

運転者は走行中に複雑な操作をしない。
運転中に複雑な操作をすると、前方不注意となり事故の原因となりますので、必ず安全な場所に車を
停車させてから行ってください。
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リモコンについて

テンキー

[ジョイスティック ]
[ 実行 ] キー

[ ビュー ] キー
[ モード ] キー
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テレマティックスで情報を取得する
※インターネットより情報提供しているため通信料がかかります。
※通信中に走行したり地図画面やAV画面を表示すると通信が
切断されます。
※通信中に通信が途切れると正しく画面表示されない場合があ
ります。
※このアプリケーションを使用するには、別売の通信ケーブル
と携帯電話が必要です。
※走行中は操作できません。

お出かけスポット案内
機能
●携帯電話を利用して情報配信サーバーよりおすすめのスポット、
イベント情報を取得し、閲覧することができます。

 mngf933

 mngf936

操作方法
ソフトキー
[ ビュー ]（戻る） ........... 1 つ前の画面に戻ることが出来ます。
[モード ]（情報取得） .... 詳細情報を取得します。
[モード ]（詳細） ........... 詳細情報を表示します。
[モード ]（目的地） ....... 目的地に設定します。

ジョイスティック
[ 上 , 下 , 左 , 右 ] ........... 項目の選択をします。
[実行 ] ............................ 選択した項目を実行します。

※提供情報は毎週１回更新されます。
※データ取得中にナビゲーションユニットの電源をOFFにし
ないでください。正しく情報を取得できず正常に表示できな
くなります。
(この場合は、アプリケーションを再起動し情報を再取得し
てください。)
※情報配信サーバーメンテナンス時にはおすすめのスポット・
イベント情報の取得ができません。
（画面には通常通信失敗時と同様に「接続に失敗しました」
と表示されます。）
メンテナンス時期についてはインフォメーションセンターへ
お問い合わせください。
※一度取得したデータは保存されます。但し、新しいデータを 
取得すると古いデータに上書きされます。

記載のイラストは説明用に作成したものです。
おもにJavaTM テクノロジー・コンテンツで使
用するキー表示を記載しています。
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季節情報配信サービス「花粉情報」
機能
●携帯電話を利用して情報配信サーバーより日々の花粉情報を
取得し、閲覧することができます。

 kafun_01

 kafun_02

操作方法
ソフトキー
[ モード ]( 次へ ) ............ 強調表示されている項目を選択し、次

の画面を表示することができます。
[モード ]（情報更新） ........ 情報配信サーバーより新しい情報を取

得することができます。
[ビュー ]（戻る） ........... 一つ前の画面に戻ることができます。
[ビュー ]（終了） ........... 花粉情報を終了することができます。

ジョイスティック
[ 上 , 下 , 左 , 右 ] ........... 項目の選択をします。
[実行 ] ............................ 選択した項目を実行します。

[♯ ] ................................ 画面下に  が表示されていると
き、花粉アイコンの一覧画面を表示す
ることができます。

※情報提供期間は2月から5月としておりますが、季節状況
により提供期間は変動いたします。
提供期間についてはインフォメーションセンターへお問い合
わせください。
※提供情報は１日１回更新されます。
※一度取得したデータは保存されます。但し、新しいデータを
取得すると古いデータに上書きされます。
※データ取得中にナビゲーションユニットの電源をOFFにし
ないでください。正しく情報を取得できず正常に表示できな
くなります。
(この場合は、アプリケーションを再起動し情報を再取得し
てください。)
※情報配信サーバーメンテナンス時には季節情報の取得ができ
ません。
（画面には通常通信失敗時と同様に「接続に失敗しました」
と表示されます。）
メンテナンス時期についてはインフォメーションセンターへ
お問い合わせください。

 花粉飛散前 (緑 )  少ない

 やや多い  多い

 非常に多い  ほぼ終了 (グレー )

 情報未提供

季節情報配信サービス「開花・紅葉・スキー情報」
機能
●携帯電話を利用して情報配信サーバーより日々の季節情報を
取得し、閲覧することができます。

 mngf934

 mngf935

操作方法
ソフトキー
[ モード ]（進む） ........... 次の画面に進むことができます。
[モード ]（取得） ........... 情報配信サーバーより新しい情報を取

得することができます。
[モード ]（設定） ........... 目的地に設定することができます。
[モード ]（降水） ........... 降水確率を見ることができます。
[モード ]（予報） ........... 天気予報を見ることができます。
[ビュー ]（戻る） ........... 一つ前の画面に戻ることができます。
[ビュー ]（終了） ........... 各情報を終了することができます。

ジョイスティック
[ 上 , 下 , 左 , 右 ] ........... 項目の選択をします。
[実行 ] ............................ 選択した項目を実行 , 決定します。

※一度取得したデータは保存されます。但し、容量を越えると
一番古いデータから順に上書きされます。
※情報配信サーバーメンテナンス時には季節情報の取得ができ
ません。
（画面には通常通信失敗時と同様に「接続に失敗しました」
と表示されます。）
メンテナンス時期についてはインフォメーションセンターへ
お問い合わせください。
※データ取得中にはナビゲーションユニットの電源をOFFに
しないでください。正しく情報を取得できず正常に表示でき
なくなります。
(この場合はアプリケーションを再起動し、情報を再取得し
てください。)
※アイコン表示される天気予報は、5時・11時発表の情報に
基づく場合はその日の天気、17時発表の情報に基づく場合
は次の日の天気が表示されます。

 晴  雲

 雨  雪

 時々  後

花粉状況アイコン

天気アイコン
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テキスト アイコン 説明

晴  晴

晴時々曇  晴時々曇  

晴一時雨  晴一時雨  

晴時々雨  晴時々雨  

晴一時雪  晴一時雪  

晴時々雪  晴時々雪  

晴一時雨か雪  晴一時雨か雪（雨が主体のとき）

晴時々雨か雪  晴時々雨か雪（雨が主体のとき） 

晴一時雨（雷）  晴一時雨か雷雨  

晴時々雨（雷）  晴時々雨で雷を伴う

晴一時雪か雨  晴一時雪か雨（雪が主体のとき） 

晴時々雪か雨  晴時々雪か雨（雪が主体のとき） 

晴のち時々曇  晴のち時々曇

晴のち曇  晴のち曇

晴のち一時雨  晴のち一時雨  

晴のち時々雨  晴のち時々雨

晴のち雨  晴のち雨  

晴のち一時雪  晴のち一時雪

晴のち時々雪  晴のち時々雪

晴のち雪  晴のち雪

晴のち雨か雪  晴のち雨か雪（雨が主体のとき） 

晴のち雨（雷）  晴のち雨か雷雨

晴のち雪か雨  晴のち雪か雨（雪が主体のとき） 

晴朝夕一時雨  晴朝夕一時雨

晴朝方一時雨  晴朝のうち一時雨

晴夕方一時雨  晴夕方一時雨

晴山沿い雨（雷）  晴山沿い雷雨

晴山沿い雪  晴山沿い雪

晴午後雨（雷）  晴午後は雷雨

晴昼頃雨  晴昼頃から雨

晴夕方雨  晴夕方から雨

晴夜は雨  晴夜は雨

晴夜半雨  晴夜半から雨

朝方霧のち晴  朝のうち霧のち晴

晴明方霧  晴明け方霧

晴朝夕曇  晴朝夕曇

曇  曇

曇時々晴  曇時々晴

曇一時雨  曇一時雨

曇時々雨  曇時々雨

曇一時雪  曇一時雪

曇時々雪  曇時々雪

曇一時雨か雪  曇一時雨か雪（雨が主体のとき）

曇時々雨か雪  曇時々雨か雪（雨が主体のとき）

曇一時雨（雷）  曇一時雨か雷雨

霧  霧

曇時々雨（雷）  曇時々雨で雷を伴う

曇一時雪（雷）  曇一時雪で雷を伴う

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト アイコン 説明

曇一時雪か雨  曇一時雪か雨（雪が主体のとき）

曇時々雪か雨  曇時々雪か雨（雪が主体のとき）

曇のち時々晴  曇のち時々晴

曇のち晴  曇のち晴

曇のち一時雨  曇のち一時雨

曇のち時々雨  曇のち時々雨

曇のち雨  曇のち雨

曇のち一時雪  曇のち一時雪

曇のち時々雪  曇のち時々雪

曇のち雪  曇のち雪

曇のち雨か雪  曇のち雨か雪（雨が主体のとき）

曇のち雨（雷）  曇のち雨か雷雨

曇のち雪か雨  曇のち雪か雨（雪が主体のとき）

曇朝夕一時雨  曇朝夕一時雨

曇朝方一時雨  曇朝のうち一時雨

曇夕方一時雨  曇夕方一時雨

曇日中時々晴  曇日中時々晴

曇昼頃雨  曇昼頃から雨

曇夕方雨  曇夕方から雨

曇夜は雨  曇夜は雨

曇夜半雨  曇夜半から雨

曇昼頃雪  曇昼頃から雪

曇夕方雪  曇夕方から雪

曇夜は雪  曇夜は雪

曇（海沿い霧）  曇海上海岸は霧か霧雨

雨  雨

雨時々晴  雨時々晴

雨時々止む  雨時々止む

雨時々雪  雨時々雪

雨か雪  雨か雪（雨が主体のとき）

大雨  大雨

暴風雨  雨で暴風を伴う

雨一時雪  雨一時雪

雪か雨  雪か雨（雪が主体のとき）

曇時々雪  曇時々雪

曇一時雨か雪  曇一時雨か雪（雨が主体のとき）

曇時々雨か雪  曇時々雨か雪（雨が主体のとき）

曇一時雨（雷）  曇一時雨か雷雨

霧  霧

曇時々雨（雷）  曇時々雨で雷を伴う

曇時々雪（雷）  曇時々雪で雷を伴う

曇一時雪か雨  曇一時雪か雨（雪が主体のとき）

曇時々雪か雨  曇時々雪か雨（雪が主体のとき）

曇のち時々晴  曇のち時々晴

曇のち晴  曇のち晴

曇のち一時雨  曇のち一時雨 

曇のち時々雨  曇のち時々雨

曇のち雨  曇のち雨
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テキスト アイコン 説明

曇のち一時雪  曇のち一時雪

曇のち時々雪  曇のち時々雪

曇のち雪  曇のち雪

曇のち雨か雪  曇のち雨か雪（雨が主体のとき）

曇のち雨（雷）  曇のち雨か雷雨

曇のち雪か雨  曇のち雪か雨（雪が主体のとき）

曇朝夕一時雨  曇朝夕一時雨

曇朝方一時雨  曇朝のうち一時雨

曇夕方一時雨  曇夕方一時雨

曇日中時々晴  曇日中時々晴

曇昼頃雨  曇昼頃から雨

曇夕方雨  曇夕方から雨

曇夜は雨  曇夜は雨

曇夜半雨  曇夜半から雨

曇昼頃雪  曇昼頃から雪

曇夕方雪  曇夕方から雪

曇夜は雪  曇夜は雪

曇（海沿い霧）  曇海上海岸は霧か霧雨

雨  雨

雨時々晴  雨時々晴

雨時々止む  雨時々止む

雨時々雪  雨時々雪

雨か雪  雨か雪（雨が主体のとき）

大雨  大雨

暴風雨  雨で暴風を伴う

雨一時雪  雨一時雪

雪か雨  雪か雨（雪が主体のとき）

 つぼみ  咲き始め

 五分咲き  七分咲き

 満開 or 見頃  散り始め

 終わり

 青葉  色づき始め

 見ごろ  色あせ始め

 落葉

 全面滑走可能  大部分滑走可能

 一部分滑走可能  滑走不能

 オープン前  一時閉鎖

 閉鎖 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開花情報アイコン

紅葉色づきアイコン

滑走状況アイコン
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ゲームであそぶ
大富豪

ルール
●オーソドックスな大富豪（又は大貧民）ゲームです。
●「ジョーカー」が一番強く「3」が一番弱く、早く手持ちのカー
ドがなくなれば勝ちです。
●カードの出し方がゲームを左右し、１枚のカードや複数カード（続
き数字、また同じ数字）を出していきます。またパスも可能です。
●自分の出したカードで全員がパスすれば、次に自分の好きな
カードを出すことができ主導権を握れます。
●低い数字のカードを出していくのがコツで、またどこで強い
カードを出して主導権をつかむかがポイントです。戦略をた
ててカードを早く減らしましょう。
●大富豪の繁栄を続け、連続記録に挑戦しよう！

 mngf929

操作方法
ジョイスティック
[ 上 ] ................................ 出すカードを決定します。
[下 ] ................................ 選んだカードを取消します。
[左 , 右 ] ......................... 出すカードの選択をします。
[実行 ] ............................ カードを場に出します。
 ゲームがスタートします。（タイトル画面）
ソフトキー
[ ビュー ]（リセット） ..... タイトル画面に戻ります。
[モード ]（パス） ........... パスして順番を見送ります。

※走行中は操作できません。

NAVI BASEBALL
ルール
●一般的な野球ゲームです。
●攻守交替の時に自動的にセーブされます。
●操作はバッターとピッチャー、野手はフィールディングのみ。
●全9回ゲーム

 mngf922

操作方法
バッティング

ジョイスティック
[ 左 , 右 ] .................バッターを左右に移動します。
[上 , 下 ] .................フルスイング /バントします。

ピッチング

ジョイスティック
[ 左 , 右 ] .................ピッチャーを左右に移動します。
[上 , 下 ] .................スローボール /ファーストボールを
 投げます。

フィールディング

ジョイスティック
[ 右 ] ........................ 1 塁に送球します。
[上 ] ........................ 2 塁に送球します。
[左 ] ........................ 3 塁に送球します。
[下 ] ........................本塁に送球します。

※ゲーム中に走行したり地図画面やAV画面を表示するとゲー
ムが中断され、再開時タイトル画面へ戻ります。

モンキースイング
ルール
●木をつかみ損ねて落ちたり、石や壁・クラゲにぶつかるとラ
イフが減少。バナナを手に入れるとステージクリア !!
次のステージに進めるよ。

 mngc005b

操作方法
ジョイスティック
[ 実行 ] ............................ 顔が向いている方向にジャンプします。

ソフトキー
[ モード ]( メニュー )
 開始 ............................. ゲームを開始します。
 最高ステージに進む ...... 今まででクリアした最高のステージま

で進みます。
 最高ステージクリア ...... 最高ステージを消去します。
 ヘルプ ......................... 操作説明を表示します。
[ビュー ]（戻る） ........... ゲーム画面に戻ります。
[ビュー ]（終了） ........... ゲームを終了します。

※走行中は操作できません。
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ムーンシュート
ルール
●戦闘機を操り、飛んでくる敵機をミサイルで撃墜せよ !
●撃墜に失敗すると戦闘機を1機失うぞ。

 mngc005b

操作方法
ジョイスティック
[ 上 ] ................................ 上方向に移動します。
[下 ] ................................ 下方向に移動します。
[実行 ] ............................ ミサイルを発射します。

ソフトキー
[ モード ]( メニュー )
 開始 ............................. ゲームを開始します。
 スコアクリア ..............「HIGH SCORE」を消去しゲーム中で

あればステージの最初からゲームを開
始します。

 ヘルプ ......................... 操作説明を表示します。
[ビュー ]（戻る） ........... ゲーム画面に戻ります。
[ビュー ]（終了） ........... ゲームを終了します。

※走行中は操作できません。

パズル
ルール
●空いたマスを移動させ元の状態（左上から右に「1」「2」「3」・・・）
に戻そう。何回で戻せるかな？難易度「普通（4Ｘ4）」「簡単
（3ｘ3）」の2種類があるよ。

 mngc318

操作方法
ジョイスティック
[ 上 ] ................................ 上方向に移動します。
[下 ] ................................ 下方向に移動します。
[右 ] ................................ 右方向に移動します。
[左 ] ................................ 左方向に移動します。

ソフトキー
[ モード ]( メニュー )
 開始 ............................. パズルをシャッフルしてゲーム開始します。
 スコアクリア ............... 最小回数を消去します。
 普通 ............................. 4 × 4パズルに挑戦します。
 簡単 ............................. 3 × 3パズルに挑戦します。
 ヘルプ ......................... 操作説明を表示します。
[ビュー ]( 戻る ) ............ ゲーム画面に戻ります。
[ビュー ]( 終了 ) ............ ゲームを終了します。

※走行中は操作できません。

ハミルタ
ルール
●同じ種類の玉を縦 /横 /斜めに3つ以上並べると消えます。
●すべての玉を消すと、次のステージに進めます。
●全部で8ステージです。

 mngf931

操作方法
テンキー
[1] ～ [9] ....................... 数字を中心に玉を回転します。
[0] ................................... 玉の回転方法を切替える。
ソフトキー
[ ビュー ]（回転切替） ... 玉の回転方法を切替える。
[モード ]（メニュー）
 ステージ再挑戦 .....................同じステージを再挑戦します。
 最高ステージ記録をクリア . .......最高ステージ記録を消去します。
 最高ステージに進む ..............今までクリアしたステージへ進むみます。

※ゲーム中に走行したり地図画面やAV画面を表示するとゲー
ムが中断され、再開時タイトル画面へ戻ります。

かえるたたき
ルール
●水面から出てくるカエルをテンキー「1」～「9」を使って
叩こう。たまに出てくるオタマジャクシを叩くと減点だよ !!

 mngc302

操作方法
ジョイスティック
[1] ................................... 左上を叩きます。
[2] ................................... 中央上を叩きます。
[3] ................................... 右上を叩きます。
[4] ................................... 左中央を叩きます。
[5] ................................... 真ん中を叩きます。
[6] ................................... 右中央を叩きます。
[7] ................................... 左下を叩きます。
[8] ................................... 中央下を叩きます。
[9] ................................... 右下を叩きます。

ソフトキー
[ モード ]( メニュー )
 開始 ............................. ゲームを開始します。
 スコアクリア .............. ハイスコアが消去されます。
 ヘルプ ......................... 操作説明を表示します。
[ビュー ]( 戻る ) ............ ゲーム画面に戻ります。
[ビュー ]( 終了 ) ............ ゲームを終了します。

※走行中は操作できません。
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占い

 mngc320

操作方法
テンキー
[0] ～ [9] ....................... 生年月日の数字を入力します。
[＃ ] ................................ 入力した数字を消去します。

ジョイスティック
[ 上 ] ................................ 上方向に移動します。 
[ 下 ] ................................ 下方向に移動します。

ソフトキー
[ モード ]（メニュー）
 占う ............................. 占いを開始します。
  ※生年月日を全て入力するまで無効です。
 ヘルプ ......................... 操作説明を表示します。
[ビュー ]（終了） ........... 占いを終了します。
[ビュー ]（戻る） ........... 生年月日入力画面に戻ります。

※走行中は操作できません。

アクアリウム

 mngc313

操作方法
ソフトキー
[ モード ]（メニュー）
 設定 ............................. 魚の種類、時計表示の有無を設定でき

ます。
 ヘルプ ......................... 操作説明を表示します。
[ビュー ]（戻る） ........... アクアリウム画面に戻ります。
[ビュー ]（終了） ........... アクアリウムを終了します。

※アクアリウム中に走行したり地図画面やAV画面を表示する
とゲームが中断され復帰時設定が変わります。

フォトフレーム
機能
●CD-Rディスクから写真ファイルを読み込んで表示します。
●お好みの写真をPNGフォーマットで作成し、CD-Rディス
ク上のルートディレクトリに「photo.png」というファイル
名で保存してください。（ファイル名は全小文字）
●写真のサイズは幅475、高さ234ピクセルより小さくし、
減色などによってファイルサイズを100KBより小さくして
ください。以降、写真はバックアップ保存されていますので
CD-Rディスクを抜いてもアプリ起動時に表示されます。

 mngc314

操作方法
ソフトキー
[ ビュー ]（終了） ........... フォトフレームを終了します。
[モード ]（ヘルプ） ....... 操作説明を表示します。

※走行中は操作できません。
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ちょっと便利な機能
カレンダー

 mngc321

操作方法
ジョイスティック
[ 上 ] ................................ 前の月を表示します。
[下 ] ................................ 次の月を表示します。
[左 ] ................................ 前の年を表示します。
[右 ] ................................ 次の年を表示します。

ソフトキー
[ モード ]（今月） ........... 今月のカレンダーを表示します。
[ビュー ]（ヘルプ） ........ 操作説明が表示されます。
[ビュー ]（戻る） ........... カレンダー画面に戻ります。

※1980年 1月～2099年 12月まで表示可能です。
※ カレンダーを進めたり、戻している場合に地図画面やAV画
面を表示すると今月に戻ります。

電卓

 mngc343

操作方法
テンキー
[0] ～ [9] ....................... 数字を入力します。
[＊ ] ................................ (． ) 小数点を入力します。
[＃ ] ................................ ( ＝ ) 計算を実行します。

ジョイスティック
[ 上 ] ................................ ( ＋ ) 足します。
[下 ] ................................ ( － ) 引きます。
[左 ] ................................ ( × ) 掛けます。
[右 ] ................................ ( ÷ ) 割ります。

ソフトキー
[ モード ] クリア ............ 入力した数字を消去します。
[ビュー ]（ヘルプ） ....... 操作説明が表示されます。
[ビュー ]（戻る） ........... 電卓画面に戻ります。

※計算中に走行したり地図画面やAV画面を表示すると、正し
く計算されない場合があります。
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[27] ...........................ルート周辺検索 (ファーストフード )

[28] ...........................ルート周辺検索 (銀行 )

[29] ...........................ルート周辺検索 (郵便局 )

[30] ...........................ルートを設定・編集する

[31] ...........................登録地を設定・編集する

[32] ...........................場所・施設を探す

[33] ...........................周辺の施設を探す

[34] ...........................おすすめの情報を探す

[35] ...........................新しく目的地を設定

[36] ...........................目的地を登録地から設定

[37] ...........................目的地を住所・施設から設定

[38] ...........................目的地を名称から設定

[39] ...........................目的地を電話番号から設定

[40] ...........................目的地を郵便番号から設定

[41] ...........................目的地を検索履歴から設定

[42] ...........................目的地を地図から設定

[43] ...........................ルートを編集

[44] ...........................迂回ルートを探索

[45] ...........................ルートを消去

[46] ...........................デモを開始

[47] ...........................地点を住所・施設から設定

[48] ...........................地点を名称から設定

[49] ...........................地点を電話番号から設定

[50] ...........................地点を郵便番号から設定

[51] ...........................交通情報センターを検索

[52] ...........................JAF を検索

[53] ...........................現在地周辺の施設を検索

[54] ...........................目的地周辺の施設を検索

[55] ...........................おすすめのスポット (写真付 ) を検索

[56] ...........................おすすめのスポットを検索

[57] ...........................100選の検索

[58] ...........................季節のスポットを検索

[59] ...........................観光ルートを設定

※走行中は操作できません。

まるちメニュー
機能
●まるちメニューによく使うナビ機能をショートカットとして
登録することができます。
●選択するとダイレクトにその機能を使うことができます。

 mngc315

操作方法
ソフトキー
[ モード ]( 変更） ............ 設定の変更をします。
[モード ]( 更新） ............ 設定の更新をします。
[ビュー ]( ヘルプ） .......... ヘルプメニューを表示します。
[ビュー ]( リスト） ......... リストを表示します。
[ビュー ]( 戻る） ............ 1 つ前の画面に戻ることができます。

ジョイスティック
[ 上 ] ................................ 項目の選択，項目番号を1づつ変更
[ 下 ] ................................ 項目の選択，項目番号を1づつ変更
[ 左 ] ................................ 項目番号を10づつ変更
[右 ] ................................ 項目番号を10づつ変更

[1] ..............................自宅 1へ帰る

[2] ..............................自宅 2へ帰る

[3] ..............................探索条件を推奨ルートに変更

[4] ..............................探索条件を有料優先ルートに変更

[5] ..............................探索条件を一般優先ルートに変更

[6] ..............................探索条件を距離優先ルートに変更

[7] ..............................探索条件を料金節約ルートに変更

[8] ..............................VICS － FM多重情報表示

[9] ..............................VICS －ビーコン情報表示

[10] ...........................1 画面切換

[11] ...........................2 画面切換

[12] ...........................高速略図切換

[13] ...........................ルート一覧切換

[14] ...........................全ルート切換

[15] ...........................クルージングビュー切換

[16] ...........................現在地周辺検索 (ガソリンスタンド )

[17] ...........................現在地周辺検索 (コンビニエンスストア )

[18] ...........................現在地周辺検索 (ファミリーレストラン )

[19] ...........................現在地周辺検索 (駐車場 )

[20] ...........................現在地周辺検索 (ファーストフード )

[21] ...........................現在地周辺検索 (銀行 )

[22] ...........................現在地周辺検索 (郵便局 )

[23] ...........................ルート周辺検索 (ガゾリンスタンド )

[24] ...........................ルート周辺検索 (コンビニエンスストア )

[25] ...........................ルート周辺検索 (ファミリーレストラン )

[26] ...........................ルート周辺検索 (駐車場 )

項目番号と機能
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