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17CY Plus_DOP_MEU_(J)

ナビゲーション
･地図画面を使用するには
･地図を検索するには
･ルート案内させるには

音声操作システム ･ナビゲーションや電話を音声で操作するには

T-Connect 
(T-Connect 
ナビキット装着車 )

･T-Connect を利用するには

ETC/ETC2.0 
システム

･ETC2.0 システムを利用するには
･ETCシステムを利用するには

ご参考に ･アフターサービスの情報など

さくいん ･五十音で検索
･アルファベットで検索
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● 本書は、ナビゲーションシステム
の取り扱いを説明しています。車
両本体の取扱書およびマルチメ
ディア取扱書とあわせてお読みく
ださい。

● トヨタ販売店で取り付けられた装
備（販売店装着オプション）の取
り扱いについては、その商品に付
属の取扱説明書をお読みくださ
い。

● ご不明な点は、担当営業スタッフ
におたずねください。

● 本書に記載されているサービスや
仕様は、予告なく変更あるいは終
了する場合があります。

● 本書の内容は、仕様変更やソフト
ウェアの更新などによりお車と一
致しない場合があります。あらか
じめご了承ください。

● 本書の画面と実際の画面は、装備
や契約の有無・地図データの作成
時期等によって異なります。

● 操作状況によっては、画面の切り
替えに時間がかかったり、黒画や
ちらつきが生じることがありま
す。

● 別冊「マルチメディア取扱書」の
2章「本機の操作」には、各機能
共通の操作内容、およびはじめに
設定しておくと便利なことがまと
められています。本機を初めてお
使いになる際は、この章からお読
みになることをおすすめします。

● 本書に記載されている会社名・商
品名等は、各社の商標及び登録商
標です。

● お車をゆずられるときは次のオー
ナーのために本書をお車につけて
おいてください。

ナビゲーションは、あくまで走行
の参考として地図と音声で案内す
るものですが、精度により、まれ
に不適切な案内をすることがあり
ます。案内ルートを走行するとき
は、必ず実際の交通規制（一方通
行など）にしたがってください。

以下の装備は、販売店装着オプ
ションです。
● T-Connect ナビキット
● エントリーナビキット
● ETC2.0 ユニット（ビルトイン）
ナビキット連動タイプ（光ビーコ
ン機能付）

● ETC車載器(ビルトイン)ナビキッ
ト連動タイプ

● お客様の大切な情報を保護するた
め、お車を手放す際は必ず個人情
報の初期化を実施してください。
詳しくは、別冊「マルチメディア
取扱書」をご覧ください。

● T-Connectをご利用のお客様につ
きましては、ご契約内容を確認の
うえ、必ず解約手続きを行ってく
ださい。詳しくは、別冊「マルチ
メディア取扱書」をご覧くださ
い。

知っておいていただきたい
こと

本書の内容について ナビゲーションについて

販売店装着オプションについて

お車を手放す際は
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※T-Connect ナビキット装着車

トヨタまたはトヨタ販売店からリ
コール情報等、お車に関する大切
なお知らせをT-Connect 利用契
約の有無にかかわらず、通信モ
ジュール (DCM) を利用して、リ
モートメンテナンスメールにより
お送りする場合があります。あら
かじめご了承ください。

QRコードは（株）デンソー
ウェーブの登録商標です。

リコール等の大切なお知らせに
ついて※

QRコードについて
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本書の見方

本書で使用している記号につい
て説明します。

本文の記号について

記号 意味

警告：
お守りいただかないと、
お客様自身と周囲の人々
が死亡、または重大な傷
害につながるおそれがあ
ることを説明していま
す。

注意：
お守りいただかないと、
車や装備品の故障や破損
につながるおそれがある
ことを説明しています。

操作・作業の手順を示し
ています。番号の順に
従ってください。

機能や操作方法の説明以
外で知っておいていただ
きたい、知っておくと便
利なことを説明していま
す。

イラスト上の記号について

記号 意味

押す、まわすなど、して
いただきたい操作を示し
ています。

フタが開くなど、操作後
の作動を示しています。

記号 意味

説明の対象となるもの・
場所を示しています。
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■ 名称から探す
●五十音順さくいん： P.246
●アルファベット順さくいん： P.250

■ タイトルから探す
●目次： P.2

検索のしかた
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画面外の操作スイッチ、メニュー
画面、ディスプレイ等の操作は、
別冊「マルチメディア取扱書」に
記載されています。本書は、別冊
「マルチメディア取扱書」とあわせ
てお読みください。

本書の使い方
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1-1. ナビをお使いになる前に

1-1. ナビをお使いになる前に

知識

●走行するときは、実際の交通規制に必
ずしたがってください。

●安全のため、走行状態になると操作で
きなくなる機能があります。

●目的地案内で表示されるルートは、あ
くまでも目的地周辺までの参考ルート
です。必ずしも最短ルート、渋滞して
いないルート、早く行けるルートなど
ではありません。

●道路・地名・施設情報・料金のデータ
は、最新状態ではないことや不備な点
があることがあります。

●タイヤを交換したときは、自動補正を
行ってください。（P.128）
このシステムは、タイヤの回転などを
もとにして作動していますので、タイ
ヤを交換すると精度が悪くなることが
あります。

●自車位置マーク は、必ずしも正しい

位置を表示するとは限りません。
このシステムは、GPS情報と各種セン
サー、道路地図データなどを利用して
現在位置表示を行っていますが、人工
衛星からの電波の精度状態が良くない
ときや、2個以下の人工衛星からの電
波しか捕捉できないときなどには誤差
が生じることがあります。この誤差は、
補正などによってなくすことはできま
せん。

●実際の現在地と異なる場所に自車位置

マーク が表示されている（自車位置

マーク がずれている）ことがありま

す。
･ 人工衛星の状態、車両の状態（走行場
所や運転条件）などにより、自車位置
マーク がずれることがあります。ま
た、新設道路など、地図データが実際
の道路形状と異なる道路を走行すると、
自車位置マーク がずれることがあり
ます。
ただし、地図の自車位置マーク がず
れても、しばらく走行すると、マップ
マッチング※やGPS情報が利用され
て、現在地が自動的に修正されます。
（場合によっては、数分程度かかること
があります。）
「ナビの精度について」もあわせてご覧
ください。（P.143）

※マップマッチングとは、GPS情報など
を利用して得られた現在地の情報と、
今までに走行してきた道路を比較して、

最も適切な道路に自車位置マーク を

表示させるシステムです。

ナビゲーションについて

目的地を設定することによって、
自動的にルートが探索され、音
声と画面表示による目的地案内
が行われます。

知っておいていただきたいこと
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1-1. ナビをお使いになる前に
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

インストルメントパネル中央付近
に内蔵されています。

警告
●安全のため、運転者は走行中に極力
操作をしないでください。走行中の
操作はハンドル操作を誤るなど思わ
ぬ事故につながるおそれがあり危険
です。車を停車させてから操作をし
てください。なお、走行中に画面を
見るときは、必要最小限の時間にし
てください。

●走行するときは、必ず実際の交通規
制にしたがうとともに、道路状況に
即した運転を心がけてください。目
的地案内で表示されるルートは、規
制標識の変更などにより車両進入禁
止などのルートや、道幅が狭く通行
できないルートが表示されることが
あります。

ナビゲーション用アンテナ
（GPSアンテナ）について

注意

●インストルメントパネル上やウイン
ドウガラス面には、次の物を設置し
ないでください。ナビゲーションシ
ステム本来の性能が発揮できないお
それがあります。

･ 金属を含有するウインドウフィルム

･ その他の金属物（トヨタ純正品以外
の電子機器やアンテナなど）

●詳しくは「GPSについて」
（P.143）をご覧ください。
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1-2. 基本操作

1-2. 基本操作

1 “MAP”スイッチを押す。

● 現在の車の位置  が表示されま
す。

■ 地図画面の表示について
次のような表示をすることもでき
ます。
● 地図の向きをかえる（P.21）
● 地図を立体的に表示する
（P.21）

● 地図の表示色をかえる
（P.115）

● 市街図を表示する（P.20）

1 地図を選択。

● 選択した位置が画面の中央に移動
します。

● “MAP”スイッチを押すと、現
在地に戻ります。

■ 地図を拡大する
1 を選択、またはピンチアウ
ト操作をする。タッチスクリー
ンの操作方法については、別冊
「マルチメディア取扱書」をご
覧ください。

■ 地図を縮小する
1 を選択、またはピンチイン
操作をする。タッチスクリーン
の操作方法については、別冊
「マルチメディア取扱書」をご
覧ください。

地図画面を操作する

地図に現在の車の位置を表示す
る

地図を動かす

地図を拡大／縮小する
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1-2. 基本操作
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

1 “MAP”スイッチを押す。
2 “目的地”を選択。
3 地図の呼び出し方法を選び、目
的地を設定する地点の地図を表
示する。（P.59、68）

4 “目的地セット”を選択。
5 “案内開始”を選択。

ルート案内中に寄り道をしたいと
きなどには、ルート案内を中止す
ることができます。中止しても目
的地は消去されません。
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “ナビ”を選択。
4 “案内中止”を選択。
● 案内を再開するときは、“案内再
開”を選択。

ルート案内が不要になったときに
は、目的地を消去することができ
ます。
1 “MAP”スイッチを押す。
2 “目的地”を選択。
3 “目的地消去”を選択。
4 “はい”を選択。

ルート案内をする

目的地を決める

ルート案内を中止する

目的地を消去する
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1-2. 基本操作

1 “MAP”スイッチを押す。
2 “目的地”を選択。

3 “自宅登録”を選択。

4 地図の呼び出し方法を選び、登
録する地点の地図を表示する。
（P.59、68）
5 “セット”を選択。

1 “MAP”スイッチを押す。
2 “目的地”を選択。
3 “自宅に帰る”を選択。

自宅を登録する

自宅を登録する

自宅を目的地に設定する
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1-2. 基本操作
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

方位マーク（P.21）
地図の方角を表示します。

：ノースアップ表示

：ヘディングアップ表示

：3D表示

･ 地図向きの切り替えについては、「地図の向きを切り替える」を参照してください。

自車位置マーク（P.12、18）
現在位置と車が向いている方角を表示します。

レーン（車線）表示
通過・分岐する交差点の車線を表示します。（地図データに情報のある交差点のみ）
･ 目的地案内中は走行を推奨する車線が青色で表示されます。

ルート表示（P.71、116）
目的地を設定したとき、目的地までのルートを表示します。
･ ルートの表示色の設定については「ルートの色を設定する」を参照してください。

地図画面について

地図画面を表示するには“MAP”スイッチを押します。

地図画面の見方

A

B

C

D
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名称表示
状況により次のものを表示します。（地図データに情報のある地点のみ）
･ 通過・分岐する交差点の名称
･ 走行している道路の名称
･ 通過する IC・SA・PAの名称（高速道路を走行しているときのみ）
･ 分岐する IC・JCTの方面名称（高速道路を走行しているときのみ）

ETC/ETC2.0 表示※（P.228）
ETCカードが挿入されると表示されます。

案内ポイント
目的地案内中、通過・分岐する交差点に表示されます。

オフスイッチ
地図上のスイッチ類の表示を少なくすることができます。
･ もう一度押すと再表示できます。
･ このスイッチを選択したときに表示するスイッチ類を設定できます。（P.125）

再探索スイッチ（P.90）
ルートの再検索画面を表示し、目的地の追加などを設定できます。

表示変更スイッチ（P.22）
表示変更画面を表示し、周辺施設の表示設定などを設定できます。

地点登録スイッチ（P.105）
現在表示している地点をメモリ地点として登録します。

拡大／縮小スイッチ（P.19）
地図の表示を拡大／縮小します。

目的地スイッチ（P.59）
目的地の検索画面を表示します。

残距離表示（P.86）
現在地から目的地までの距離を表示します。
･ 表示されているルートを通っての距離を表示します。ルートからはずれたときは、直
線距離を表示します。

･ 残距離表示の切り替えについては、「到着予想時刻・残距離表示を切り替える」を参
照してください。

到着予想時刻表示／目的地方向マーク（P.86、119）
状況により次のマークを表示します。

到着予想時刻表示 （アナログ） （デジタル）

目的地への到着予想時刻を表示します。
･ 到着予想時刻表示の切り替えについては、「到着予想時刻・残距離表示を切り替え
る」、「到着予想時刻の表示を切り替える」を参照してください。

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O
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目的地方向マーク

･ ルートからはずれたとき、目的地の方向を表示します。

VICSタイムスタンプ（P.36）
VICS・交通情報が発信されている地域で、VICS・交通情報が提供された時刻を表示
します。
･ ルート上に情報があるときは、情報に応じて、タイムスタンプの色がかわります。

GPSマーク（P.143）
人工衛星からの絶対位置情報が利用されているときに表示されます。
･ GPSマークが表示されているときでも、人工衛星の状態などにより誤差が生じるこ
とがあります。

スケール表示（P.19）
表示させている地図の縮尺を表示します。
･ スケール表示については、「地図のスケール表示について」を参照してください。
※ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ装着車／ ETC2.0 ユニット（ビル
トイン）ナビキット連動タイプ（光ビーコン機能付）装着車

知識

●本書で使用している地図画面は、一部の説明を除き、GPSマーク非表示、VICS 非表
示の画面を使用しています。

P

Q

R
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1-3. 地図の操作

1-3. 地図の操作

1 “MAP”スイッチを押す。
2 現在地地点が表示される。

知識

●現在地画面で、“MAP”スイッチを押
すと、画面上部に現在地付近の地名・
付近の路線名・路線番号が表示されま
す。

●走行中は表示される道路が制限されま
す。（幅5.5m未満の道路などは表示さ
れません。）ただし、幅5.5m未満の道
路を走行したときなどは、必要に応じ
て表示されます。

●新車時、および12Vバッテリーターミ
ナルを脱着したあとは、実際の現在地

と異なる場所に自車位置マーク が表

示されている（自車位置マーク がず

れている）ことがあります。ただし、

地図の自車位置マーク がずれても、

しばらく走行すると、マップマッチン
グやGPS情報が利用されて、現在地が
自動的に修正されます。（場合によって
は、数分程度かかることがあります。）

GPS情報が利用されず、現在地が自動
的に修正されないときは、安全な場所
にいったん停車して、現在地の修正を
行ってください。（P.127）

●地図データに情報がないときは、路線
名・路線番号は表示されません。

●200m図より広域な地図を表示してい
るときは、路線名は表示されません。

地図の表示／設定

現在位置表示や地図のスクロー
ルなど、地図表示に関する基本
操作について説明します。

現在の車の位置を表示する
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1 （拡大）または （縮小）
を選択。

● ピンチアウト／ピンチイン操作で
も縮尺を切り替えることができま
す。タッチスクリーンの操作方法
については、別冊「マルチメディ
ア取扱書」をご覧ください。

● 13段階に切り替えることができ
ます。

● ・ を長押しすると無段階
に縮尺が切り替わります。

● または を選択するとス
ケールバーが表示されます。ス
ケールバー上の数字を直接選択し
ても縮尺を切り替えることができ
ます。

知識

●目的地を設定しているときに、現在地
から目的地までの全ルート表示縮尺に
切り替えることができます。（P.86）

●1/2048万図～1/5千図までの希望の
縮尺（地図の範囲）に切り替えること
ができます。

●走行中は安全のため、縮尺を無段階に
切り替える、または スケールバーの数
字を選択して縮尺を切り替えることは
できません。

地図左上に表示される  の  
の長さが約100mであり、表示さ
れている地図が1/1万縮尺である
ことを示しています。

地図のスケール（縮尺）を切り
替える

地図のスケール表示について

スケール表示 縮尺

1/2500

1/5 千

1/1万

1/2万

1/4万

1/8万

1/16万

1/32万

1/64万

1/128万

1/256万

1/512万

1/1024万

1/2048万
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1-3. 地図の操作

知識

●1/2500図は市街図表示（P.20）に
切り替えたとき、表示することができ
ます。

1 1/5 千図表示中（スケール表示
が50m）のとき を選択。

● 市街図表示には1/5千市街図と
1/2500市街図があります。

・ を選択、またはピンチ
イン／ピンチアウト操作をして切
り替えます。

● 市街図表示を解除するときは、
1/5千市街図表示中に を選
択、またはピンチイン操作をしま
す。

知識

●地図データに情報がないときは、市街
図は表示されません。

●市街図がない地域に地図または現在地
を移動させると、市街図表示は自動的
に解除されます。

●1/2500市街図にすると （一方通

行）を表示します。

 ノースアップ表示
車の進行方向に関係なく、つねに
北が上になるように地図を表示し
ます。

 ヘディングアップ表示
車の進行方向がつねに上向きにな
るように地図を表示します。

 3D表示
地図を立体的に表示させることが
できます。3D表示に切り替えて
いるときは、車の進行方向がつね
に上向きになるように地図を表示
します。

市街図を表示する

地図の向きについて
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1 （ノースアップ表示）、 （ヘ
ディングアップ表示）または 
（3D表示）を選択。

● 選択するごとに、ノースアップ表
示・ヘディングアップ表示・3D
表示に切り替わります。

知識

●3D表示の角度を調整することができま
す。（P.113）

●ヘディングアップ表示と3D表示は、現
在地画面以外の地図（目的地の設定で
呼び出した地図・全ルート図表示画面
など）にするとノースアップ表示にな
りますが、現在地画面にするとヘディ
ングアップ表示または3D表示に復帰
します。

1 地図上を選択。

2 （時計まわり）、 （反時計ま
わり）を選択し、地図を回転す
る。

知識

●現在地画面にすると、もとの表示状態
（回転前の状態）に復帰します。

地図の向きを切り替える 3D表示の地図を回転する
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1-3. 地図の操作

1 地図画面上の“表示変更”を
選択。

2 希望の項目を選択。

周辺施設（P.24）
地図上に表示する施設記号を設定するこ
とができます。

全ルート（P.76）
全ルート図画面を表示することができま
す。

地図表示 （P.26、P.33）
地図画面の表示方法を変更することがで
きます。

交通情報表示（P.37）
交通情報の表示設定をすることができま
す。

走行軌跡表示（P.27）
走行した経路（軌跡）の表示／非表示を
切り替えることができます。

先読みエコドライブ情報表示／
解除★（P.141）

先読みエコドライブ情報の表示／非表示
を切り替えることができます。
★：車種、グレード、オプションなどに
より、装備の有無があります。

 スライドタッチ
地図上をタッチし、スライドまた
はフリック操作で地図を動かしま
す。
● タッチスクリーンの操作方法につ
いては、別冊「マルチメディア取
扱書」をご覧ください。

● スライド操作の時は、指の動きに
合わせて地図が動きます。

● フリック操作をした時は、指を
払った方向に地図がスクロールし
ます。

･ スクロールする量は、払う速度により
変化します。
･ スクロールは、自動で止まります。ス
クロール中に画面にタッチしても止め
ることができます。

知識

●走行中は、スライドタッチができませ
ん。

 通常のタッチ操作
選択した地点が画面の中心になる
ように地図を動かすことができま
す。地図データに情報があるとき
は、画面中心付近の地名・付近の
路線名・路線番号が表示されます。
1 地図上の地点を選択。
● 選択した地点が画面の中心になる
ように移動します。

● 地図を移動させた場所または施設
を目的地に設定、メモリ地点に登
録することができます。また、施
設に情報がある場合は表示するこ
とができます。（P.23、73、
105）

● “MAP”スイッチを押すと、現
在地に戻ります。

表示変更画面

A

B

C

D

E

F

地図を動かす
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知識

●地図を動かすと、現在地からの直線距
離が表示されます。

●走行中は安全のため、一定の速度でし
か移動しません。また、走行中で市街
図（P.20）を表示しているときは、
地図を移動することはできません。

●地図を動かすと、走行しても地図は動
かなくなります。この場合、“MAP”
スイッチを押し現在地の表示にすると、
地図が動くようになります。

●地図を移動させたときは、地図向きの
切り替え（P.21）ができないことが
あります。

●地図データに情報があるときは、画面
中央付近の地名・付近の路線名・路線
番号が表示されます。地名の表示は、
地図の移動をやめると、約6秒後自動
的に消えます。

●路線名は、200m図より広域な地図を
表示しているときは、表示されません。

地図画面上の施設などの情報を確
認することができます。
1 地図表示中、施設アイコンなど
をカーソルで選択。

2 “情報”を選択。

● 施設によっては“情報”が表示さ
れない場合もあります。

施設の情報を表示する
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ガソリンスタンドなどの施設記号
を地図上に表示することができま
す。

1 地図表示中に“表示変更”を
選択。

2 “周辺施設”を選択。
3 施設のジャンルを選択。

● 5つまで選択することができます。
● 表示されている以外のジャンルを選
択するときは、“全ジャンル”
施設のジャンルさらに詳細な施
設のジャンルの順に選択します。

● 施設記号の表示を個別に消去する
ときは、選択済みの施設のジャン
ルを選択します。すべて消去する
ときは、“表示解除”を選択し
ます。

● “TC情報マーク表示”は、
T-Connect を利用しているとき
のみ使用できます。詳しくは、別
冊「マルチメディア取扱書」をご
覧ください。

知識

●地図データに情報のない施設は、表示
されません。

●1/8 万図より広域の地図には表示され
ません。（全ルート図表示画面を除く）

●表示することができる施設は、自車位

置マーク または  から半径約

10km以内にある施設のみです。（最大
200件まで）

●施設記号の表示／消去はナビ詳細設定
画面でも設定できます。（P.115）

●複数の表示施設を同時に表示させるこ
とができない場合、“＋”マーク付き
の施設記号が表示されます。
地図の縮尺を拡大することにより、複
数の施設記号を表示させることができ
ます。
また“＋” マーク付きの施設記号を
選択するごとに、表示されていない他
の施設記号の情報が表示されます。

●ナビ詳細設定の周辺施設表示からも表
示施設の設定を行うことができます。
（P.115）

●避難所※は自治体が整備・公表している
指定緊急避難所の情報を元に収録して
います。災害の種類によって開設され
る避難所が異なるため、災害時に避難
所開設されているかは直接自治体にご
確認ください。

※T-Connect ナビキット装着車

施設記号を表示する

DOP_NAVI_J.book  24 ページ  ２０２２年１月１１日　火曜日　午前１１時９分



25

1

MEU owner's manual

1-3. 地図の操作
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

現在地周辺にある施設記号の名称
と距離を知ることができます。
1 地図表示中に“表示変更”を
選択。

2 “周辺施設”を選択。
3 検索する施設記号を選択。
4 “施設検索”を選択。
5 施設名称を選択。

● 表示されている矢印は、現在の進
行方向からみてどの方向にその施
設があるかを示しています。

● “ソート / ルート沿い考慮”を選
択することで以下の並べ方をする
ことができます。

･ “距離順”：自車位置マーク また

は から近い施設の順

･ “種類順”：施設記号順
6 選択した施設の地図が表示され
る。

● “情報”を選択すると、施設の内
容が表示されます。（P.69）

知識

●検索することができる施設は、自車位

置マーク または から半径約

10km以内にある施設のみです。（最大
200件まで）

●施設によっては、内容が表示されない

施設もあります。

1 目的地設定中の地図画面で
“表示変更”を選択。

2 “周辺施設”を選択。
3 “施設検索”を選択。
4 “ソート / ルート沿い考慮”
を選択。

5 “ルート沿い考慮”を選択。

● 設定しているルートを通っての道
なり距離とルートに対して左右の
どちらの方向にあるかを表示しま
す。

知識

●表示することができる施設は、ルート
沿いにある施設のみです。

近くの施設を検索する

ルート沿いにある施設のリス
トを表示する
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1 地図表示中、立体ランドマーク
にカーソルをあわせて選択。

● 名称と現在地からの直線距離が表
示されます。

2 “情報”を選択。

画面を左右２分割して表示するこ
とができます。画面の分割表示お
よび右画面の表示設定はナビ詳細
設定画面でも設定できます。
（P.113）
1 地図表示中に“ 表示変更” を
選択。

2 “ 地図表示” を選択。
3 “ 地図 2画面” を選択。
● 解除するときは“ 地図1画面” を
選択します。

1 右画面の地図上を選択。
2 右画面の設定をする。

● 周辺施設表示、VICS 表示につい
ては、「地図表示設定をする」
（P.113）をご覧ください。

立体ランドマーク施設情報を表
示する

画面を分割表示する

右画面を地図画面から設定す
る
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走行した道路を約1000km分保
存し、軌跡を表示することができ
ます。

1 地図表示中に“表示変更”を
選択。

2 “走行軌跡表示”を選択。
● 走行軌跡を消去するときは、“走
行軌跡解除”“はい”の順に
選択します。

知識

●保存できる距離を超えて走行したとき
は、古い軌跡を消去して、新しい軌跡
を保存しなおします。

●1/2500図～1/512万図で表示するこ
とができます。

●走行軌跡を表示していないときは、走
行軌跡の情報は保存されません。

知識

●選択した地図色によって、道路の表示
色は異なります。（P.115）

●VICS・交通情報を表示する設定になっ
ているときは、道路の表示色が異なり
ます。（P.37）

走行した経路を表示する（走行
軌跡）

地図記号・地図表示について

表示 内容

（紫色）

高速道路

（都市高速道路・有料道路を含
む）

（淡黄）
国道

（白色）

主要道・都道府県道・一般幹線
道

トンネルまたは整備計画区間
（各道路で表示色は異なりま
す。）

私鉄

JR

（青色）
水域

都道府県界

（緑色）
緑地

（薄茶
色）

駅舎・敷地
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表示 内容

官公庁

都道府県庁

市役所・東京23区役所

町村役場・東京以外の区役所

警察署

消防署

郵便局

IC（インターチェンジ）

SA（ サービスエリア）

PA（ パーキングエリア）

スマート IC

（ETC専用インターチェンジ）

信号機

駐車場

駅

道の駅

フェリーターミナル

港湾

空港・飛行場

学校

幼稚園

病院・医院

電力会社・発電所

電話局

銀行・信用金庫・農協

デパートなど

ホテル・旅館など

ビル

工場

灯台

神社

寺院

教会

霊園・墓地

城・城跡

名所・観光地など

ゴルフ場

スキー場

海水浴場

アイススケート場

マリーナ・ヨットハーバー

陸上競技場・体育館

キャンプ場

公園

表示 内容
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※列車が頻繁に通過するため、通過する
のに時間がかかる踏切。

知識

●地図データに収録されているボトル
ネック踏み切りデータは、国土交通省
の資料を参考に作成しています。

●表示される記号・表示の位置は実際と
異なることがあります。また、複数の
施設が代表して1つのマークで表示さ
れることがあります。

温泉

山

その他の施設

通常の踏み切り

ボトルネック踏み切り※

トヨタ販売店・トヨタ共販店

ネッツ店

ダイハツ販売店

トヨタ L＆ F

GRガレージ

表示 内容

DOP_NAVI_J.book  29 ページ  ２０２２年１月１１日　火曜日　午前１１時９分



30

MEU owner's manual

1-3. 地図の操作

※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビキット連動タイプ（光ビーコン機能付）装着
車

DSSS（Driving Safety Support Systems）は、ドライバーの認知・
判断の遅れや誤りを低減するための運転支援機能です。
見通しの悪い周辺の状況や、信号または標識などの交通管制情報を、道路
上に設置されたDSSS用光ビーコンから受信し、車の走行状態や受信情
報から、必要に応じてドライバーに周辺の危険要因に対する注意を促しま
す。
DSSSでは、次のような案内・注意喚起を行います。
● 一時停止注意喚起
● 赤信号注意喚起
● 信号待ち発進準備案内
● 前方停止車両存在案内
● わき道車両存在案内

● 本サービスの対象交差点などのDSSSに関するお問い合わせについては、
「VICS・ETC2.0（ITS スポット）・DSSSの問い合わせ先について」
（P.49）をご覧ください。

● DSSSに関する規格は、一般社団法人UTMS協会によって策定されていま
す。また、DSSSのシステム定義はDSSS有識者懇談会によって策定さ
れています。本製品はそれらに基づいて作られています。

DSSS（Driving Safety Support Systems）運転支援機能について※
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知識

●運転支援情報を受信したときは、ナビ
ゲーション画面の右上に案内マークが
表示されます。

● ITS Connect ★を装着した場合、
DSSS の案内・注意喚起は、ブザー音
とともにマルチインフォメーション
ディスプレイなどに表示されます。ま
た、DSSS の設定項目は、マルチイン
フォメーションディスプレイで設定で
きます。詳しくは、別冊「取扱書」を
ご覧ください。

●ナビゲーション画面の右上に表示され
る案内マークは、一定時間経過または
支援対象区間通過後に消えます。

●表示中の画面によっては、案内マーク
が表示されない場合があります。

●以下のような場合は、DSSS機能が作
動しないことや、案内・注意喚起の内
容が実際の道路状況と異なる場合があ
ります。

･ ビーコンユニットの上に物を置いたり、
窓が汚れたりして、DSSS用光ビーコ
ンとの通信が遮られたとき

･ DSSS用光ビーコンに木の葉や雪など
が付着して、通信が遮られたとき

･ 雨天時等、ワイパーが作動してDSSS
用光ビーコンの通信が遮られたとき

･ DSSS用光ビーコンやビーコンユニッ
トに太陽光などが差し込んだとき

･ DSSS用光ビーコンの通信エリアに駐
停車車両があり、通信できないとき

･ DSSS用光ビーコンの通信エリアに他
の車両と並走して進入したとき

･ DSSS用光ビーコンや感知器、信号機
など路側装置の機器メンテナンス作業
や故障などによって、通信ができない
とき、または誤った情報が本機に提供
されたとき
･ DSSS用光ビーコン通過時の速度が著
しく速いとき
･ DSSS用光ビーコンの近くに他の光
ビーコンが設置されているとき
･ DSSS用光ビーコンヘッドの向きが変
わってしまっているとき（台風等）
･ 車両始動直後にDSSS用光ビーコンを
通過したとき
･ 本機に故障等があり、受信した情報を
正しく処理できないとき
･ システムの誤差などでナビゲーション
が現在地を特定できないとき
･ 遅い速度で走行しているとき
･ サービス対象地点の地図データがない
とき
･ 自車位置が特定できないとき
★：車種、グレード、オプションなどによ
り、装備の有無があります。

警告
●DSSS運転支援機能はあくまでも補
助機能です。
案内・注意喚起を過信せず、常に道
路標識・表示や道路状況に注意し、
安全運転に心がけてください。
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高速道路（都市高速を除く）に入
ると、自動的にハイウェイモード
表示に切り替わります。
目的地案内中は、都市高速または
一部の有料道路に入っても、自動
的にハイウェイモード表示に切り
替わります。
目的地案内中に、降りる ICの先の
施設を表示したり、降りる ICを変
更することができます。（P.32）

施設の名称を表示。（目的地案
内をさせていないときは、最大
10カ所まで）
通過予想時刻を表示。
現在地からの距離を表示。
VICS・交通情報を受信したと
き、赤色（渋滞）、黄色（混雑）
を表示。

･「VICS・交通情報の表示設定」
（P.37）で、「一般道のみ」に設定
しているときでも、VICS・交通情報
を表示できます。

施設（SA・PAのみ）にある設
備を、最大6つまで表示。

･ ガソリンスタンドは先頭に表示されま
す。

･ 6つ以上の設備があるときは、表示さ
れない設備マークがあります。

表示区間を切り替えているとき
に“現区間”を選択すると、
自車が走行している区間に戻
る。
道路の名称を表示。

または を選択すると、表
示区間が切り替わる。

■ 降りる ICより先の施設を表示す
る

目的地案内中でも、ハイウェイ
モードの画面にて降りる ICより先
にある高速道路上の施設を表示さ
せることができます。
1 ハイウェイモード表示中に

を選択して、出口 ICの上に
表示される“降りる ICの先を
表示”を選択。

■ 降りる ICを変更する
目的地検索にて設定された出口 IC
以外を降りる IC に設定することが
できます。
1 ハイウェイモード表示中に

を選択して、出口 ICに設定
したい ICを選択。

● 選択した ICを解除するときは、
“解除”を選択します。

2 “ここで降りる”を選択。

知識

●施設によっては出口に設定できないこ
とがあります。

ハイウェイモードについて

A

B

C

D

E

F

G

H
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※固有のロゴマークが表示されます。

知識

●反対車線の情報は表示されません。

●通過予想時刻は設定した平均車速
（P.118）から計算しているため、走
行条件などにより、多少の誤差が生じ
ることがあります。

●SA・PAに入るなど、高速道路の本線
からはずれたときは、ハイウェイモー

ド表示が解除されることがあります。

●目的地案内中のとき、出口 IC・SA・
PAまたは分岐する JCTの手前では、
高速分岐案内画面（P.34）が自動的
に表示され、ハイウェイモードが解除
されます。JCTのときはその後、高速
分岐案内画面が終了すると、自動的に
ハイウェイモードに復帰します。

1 地図表示中に“ 表示変更” を
選択。

2 “ 地図表示” を選択。
3 “高速略図解除”を選択。
● ハイウェイモードに戻すときは、
“表示変更”“地図表示”
“高速略図表示”を選択します。

設備のマークについて

記号 内容

ハイウェイ情報ターミナル

トイレ

スナックコーナー

ショッピングコーナー

お風呂、シャワー

キャッシュコーナー

仮眠休憩施設

ハイウェイオアシス

＿※ ガソリンスタンド

レストラン

ベビーコーナー

ドッグラン

＿※ コンビニ

オストメイトトイレ

スマート IC

（ETC専用インターチェンジ）

ハイウェイモード表示を解除
する
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目的地案内中、分岐点（出口 IC・
SA・PA・JCT）が近づくと、高
速分岐案内が表示されます。

IC の出口名称、SA・PA名称
または JCTの方面名称を表示。
分岐点までの距離を表示。（分
岐点に近づくとともに画面右側
に表示されている青色のゲージ
が短くなります。）
高速分岐案内画面を解除。高速
分岐案内画面に戻すときは、
“ MAP”スイッチを押しま
す。

知識

●地図データに情報のない分岐点では、
高速分岐案内画面は表示されません。
また、高速分岐案内画面が表示されて
も、分岐点名称表示が表示されないこ
とがあります。

●分岐点名称表示、車線数が実際の分岐
点と異なることがあります。

●目的地案内直後や目的地周辺では、高
速分岐案内が行われない場合がありま
す。

●高速分岐案内画面は、遅れたり早くな
ることがあります。

●次の分岐点が近いときは、続けて高速
分岐案内画面が表示されます。

高速分岐案内表示について

A

B

C
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1-4. 情報について

知識

●表示させるには、「VICS・交通情報の
表示設定」（P.37）をご覧ください。

VICS・交通情報には、現況情報と
統計情報があります。

知識

●現況情報と統計情報を同時に表示する
設定にしている場合は、現況情報を優
先して表示します。

●現況交通情報・統計情報は表示されな
い地点があります。また、地図差分更
新（P.174）などにより今まで表示
されていた地点でも、表示されなくな
ることがあります。

●提供される現況交通情報・統計情報は、
実際の交通状況と異なる場合がありま
すので、あくまでも参考としてくださ
い。

●表示する地図の種類によっては、
VICS・交通情報を表示させることがで
きない場合があります。

●交通情報量が多い場合は、表示までに
時間がかかります。

●1/16万図より広域な地図では、交通情
報は表示されません。

VICS・交通情報を使う

地図上にVICS記号（P.55）
を表示することができます。以
下は表示例です。

● 現況情報： （赤色：渋滞）、 
（橙色：混雑）、 （水色：
すいている道路）

● 統計情報： （赤色：渋滞）、 
（橙色：混雑）、 （水色：
すいている道路）

 通常の地図

 ハイウェイモード

VICS・交通情報について
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■ 現況VICS情報
VICSセンターから提供される現
況の情報です。

知識

●現況情報は、1/16万図より詳細な地図
で表示することができます。VICS記号
によっては、1/16 万図では表示でき
ない記号もあります。

●現況交通情報は、Tルート探索
（P.182）すると取得することができ
ます。

■ 現況交通情報
トヨタスマートセンターから提供
されるプローブコミュニケーショ
ン交通情報です。（P.182）

過去の交通情報を統計処理した情
報です。

知識

●この情報は、地図データに収録されて
います。現況情報が受信できないとき
でも、日時・時間帯に応じた情報を表
示できます。

●統計情報は、1/8万図より詳細な地図
で表示することができます。

タイムスタンプを選択すると、現
況情報の提供時刻や渋滞情報、渋
滞・規制音声案内を出力すること
ができます。（P.39）

● 現況情報が提供された時刻を示し
ています。（現況情報が受信され
た時刻ではありません。）

● 現況情報が継続して受信されない
と、約30分後に自動的に消去さ
れ、［- - : - -］の表示になります。
現況情報が受信されていて、地図
に表示する情報がないときも、表
示が［- - : - -］になります。

● エンジンスイッチ＜パワースイッ
チ＞をONにした直後など、現況
情報が受信されるまでは、
［- - : - -］の表示になります。

現況情報について

統計情報について

タイムスタンプについて

時刻表示について
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目的地案内中で現在地がルート上
にあるとき、ルート上（約10km
以内）に現況情報があると色がか
わります。

現況VICS情報を受信すると
「VICS」、現況交通情報を受信する
と「交通情報」と表示します。

知識

●現況VICS情報・現況交通情報の両方が
受信されていないときは、「交通情報」
が灰色になります。

●1/16万図より広域な地図では「交通情
報」と表示します。

●エンジンスイッチ＜パワースイッチ＞
をONにした直後など、現況情報が受
信されるまでは「交通情報」と表示し
ます。

●現況VICS情報と現況交通情報を同時に
表示できるときは、「VICS」と表示し
ます。

1 地図上の規制情報、または施設
情報（P.55）の記号を選択。

知識

●VICS記号によっては、内容が表示され
ないこともあります。

1 地図表示中に“表示変更”を
選択。

2 “交通情報表示”を選択。
3 VICS・交通情報を表示する道
路を選択。

高速道路・一般道路に表示
一般道路のみに表示
高速道路のみに表示
交通情報を表示しない

● VICS・交通情報を表示したとき
は、タイムスタンプが表示されま
す。

知識

●ハイウェイモード（P.32）では、
「一般道のみ」に設定しているときで
も、VICS・交通情報が表示されます。

色について

スイッチ 内容

赤色（ ） 渋滞情報

橙色 （ ）混雑情報

黄色 （ ）交通規制情報

文字表示について

VICS記号の内容を表示する

VICS・交通情報の表示設定

A

B

C

D
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1 地図表示中に“表示変更”を
選択。

2 “交通情報表示”を選択。
3 “種類”タブを選択。
4 表示するVICS・交通情報を選
択。

現況情報を利用した渋滞・混雑
している道路の表示
規制情報がある道路の表示
充電施設情報の表示
現況情報を利用した空いている
道路の表示
駐車場情報の表示
統計情報を利用した渋滞・混雑
している道路の表示
統計情報を利用した空いている
道路の表示

● 作動表示灯が点灯している項目が
表示されます。

知識

●渋滞・混雑、空き道は統計情報を表示
することができます。また、現況情報
と統計情報を同時に表示することもで
きます。ただし、同じ地点に両方の情
報があるときは、現況情報を優先して
表示します。

●充電施設情報は2022年1月現在、提供
されていません。

目的地案内中で、現在地がルート
上にあるとき、ルート上（約
10km以内）の現況情報を音声案
内させることができます。
音声案内の例：
 VICS表示がある地点
「およそ1km先渋滞がありま
す」

 VICS記号のある地点
「およそ5km先電気工事のため
車線規制中です」

知識

●渋滞・規制音声自動発声の出力する／
しないを設定できます。（P.120）

●音声案内はあくまでも参考としてくだ
さい。

●音声案内の例は一般的なものであり、
状況などにより異なった音声案内が出
力されることがあります。

●自車位置が正確に特定できないときな
どに、音声案内が出力されなかったり、
まれに遅れたり、誤った音声案内が出
力されることがあります。

表示するVICS・交通情報を選
択する

A

B

C

D

E

F

G

渋滞・規制音声案内について
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一度音声案内が出力されるとタイ
ムスタンプが点灯し、操作するこ
とができます。
1 タイムスタンプを選択。

知識

●VICS渋滞・規制音声自動発声を「しな
い」に設定していても、タイムスタン
プが点灯していれば、選択すると渋滞・
規制音声案内を出力させることができ
ます。

1 “MENU”スイッチを押す。
2 “情報”を選択。
3 “VICS”を選択。
4 “FM図形”、または“FM文
字”を選択。

5 情報の番号
（“1”・“2”・“3”…）を
選択。

● 文字情報または図形情報に切り替
えるときは、“文字”または“
図形”を選択します。

6 ・ または“自動送り”
を選択。

● 前回情報を表示させたときに「自
動送り」を選択していると、情報
を表示すると同時に自動送りが開
始されます。

● 情報のページを送るときは、 ・

を選択します。

● “自動送り”を選択すると、情報
が自動で送られます。すべての情
報が表示されたあとは、最初の
ページに戻ります。
走行中は自動送りできません。

● 情報の自動送りを中止するとき
は、“停止”を選択します。

● 自動送り中に ・ を選択して、
情報を送ったときは、自動送りは
中止されます。

● 文字情報または図形情報に切り替
えるときは、“文字”または
“図形”を選択します。

● “目次”を選択すると、VICS情
報目次画面が表示されます。（手
順 5の画面）

渋滞・規制音声案内を再出力す
る

VICS図形情報・文字情報を表示
する
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緊急情報※を受信すると自動的に
表示します。
※気象・津波・火山噴火（地震を除く）
の特別警報

1 ・ を選択。

● 詳細文字情報に切り替えるとき
は、“詳細情報”を選択します。

● 対象エリアを確認するときは、
“対象エリア”を選択します。

● 約15秒以上操作しなかったとき
は、もとの画面に戻ります。

表示時間は調整することができます。
（P.44）

一度表示した緊急情報を再表示す
ることができます。
■ 地図画面から表示する
1 地図上部の“確認”を選択。
■ 情報画面から表示する
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “情報”を選択。
3 “VICS”を選択。
4 “FM緊急”を選択。

気象・災害情報を受信すると地図
上に自動的に該当エリアがハイラ
イト表示されます。

知識

●気象・災害情報エリアを回避するルー
トを探索することができます。
（P.90）

緊急情報を表示する

緊急情報を切り替えるとき

緊急情報を再表示する

気象・災害情報を表示する
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※ ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車

割込情報の表示設定をすると、
ビーコンからの現況VICS情報が
受信されたとき、VICS文字情報
または図形情報を自動的に表示さ
せることができます。

1 図形情報上の ・ を選択。

● 文字情報または図形情報に切り替
えるとき、“文字”または“図
形”を選択します。

● 割込情報が複数ページある場合
は、ページ送りできます。

● を選択する、または約15秒以
上操作しなかったときは、もとの
画面に戻ります。
表示時間は調整することができま
す。（P.44）

● “音声停止”：割込情報の音声を
停止できます。（P.44）

知識

●表示させている画面により、割込情報
が表示されないことがあります。

ETC2.0 サービスでは、VICS文
字情報・図形情報以外に、以下の
サービスが受けられます。

知識

●ETC2.0 サービスについては、
「ETC2.0 サービスについて」
（P.210）をご覧ください。

●以下の割込情報の音量は、ナビの音量
設定で調整することができます。
（P.89）
･ 安全運転支援情報
･ 前方状況情報提供サービス
･ 施設情報提供サービス

見通しの悪いカーブ先の渋滞など
を、高速道路などに設置された
ITSスポットから受信して、音声
と画面で案内します。
代表例として以下のような情報が
提供されます。
■ 前方障害物情報提供
見通しの悪いカーブの先の停止車
両や 渋滞情報をカーブへの侵入前
に音声や画面表示で案内します。

割込情報（ビーコン即時案内）
を表示する※

割込情報を切り替えるとき

ETC2.0 サービスで受けられ
る割込情報について

安全運転支援（注意警戒情報）案
内サービス
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知識

● を選択する、または約15 秒以上操

作しなかったときは、もとの画面に戻
ります。表示時間は調整することがで
きます。（P.44）

●以下のようなときは、ITSスポットから
情報提供がなかったり、誤った情報が
出ることがあります。

･ アンテナ付近に障害物があるとき
･ 大型車と並んで走行しているとき
･ 他のナビ音声案内、画面表示などと重
なるとき

･ 低速度で走行しているとき
･ 自車位置が正確に特定できないとき
･ ITSスポット、車両検知センサ・カメ
ラ等の路側システムが稼動していない
とき

･ ITSスポットを通過車両する ETC2.0
ユニット装着車両が多いとき

･ アンテナの近くに電波を発する電子機
器を設置され、無線通信が干渉してい
るとき

●実際の音声や画面表示はITSスポットか
ら提供されるものと異なることがあり
ます。

●その他のITSスポットからの情報提供に
ついては、「VICS・ETC2.0（ITS ス
ポット）・DSSSの問い合わせ先につ
いて」（P.49）をご覧ください。

代表例として以下のような情報が
提供されます。
■ 前方状況情報提供サービス
進行方向先の交通状況を模式図画
面と音声、または音声で案内しま
す。
■ 長文読上げサービス
ハイウェイラジオなどの情報を音
声で案内します。
「現在の○○高速上り方向の情報を
お知らせします。・・・・・」
1 “はい”を選択。
● 読上げ中、“中止”を選択する
と、読上げを中止します。

知識

●読上げ情報は、2回読上げると終了しま
す。

●約15秒以上操作しなかったときは、も
との画面に戻ります。

●再度読上げ情報を聞くときは、「割込情
報を呼び出す」（P.43）をご覧くだ
さい。

●長文読上げサービスの音量は、オー
ディオのPOWER VOLUME ノブで調
整することができます。オーディオの
操作方法については、別冊「マルチメ
ディア取扱書」をご覧ください。

■ 施設情報提供サービス
サービスエリアやパーキングエリ
アの混雑情報や施設情報を画面や
音声で案内します。

道路交通情報
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割込情報の表示を「しない」に設
定しているときに、受信された割
込情報を表示させることができま
す。
また、一度表示された割込情報を
再度表示させることもできます。
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “情報”を選択。
3 “VICS”を選択。
4 VICS呼出、または ETC2.0 呼
出の“割込情報”を選択。

5 ・ を選択して、割込情報
を切り替える。

● 文字情報（ETC2.0 呼出のとき
は、表示情報、読上げ情報）を表
示したときも操作方法は同じで
す。

● VICS呼出の文字情報または図形情
報に切り替えるときは、“文字”
または“図形”を選択します。

● ETC2.0 呼出の表示情報または読
み上げ情報に切り替えるとき
は、“表示情報”または“読上
げ情報”を選択します。

知識

●提供時刻より約30分以上経過した割込
情報は、表示させることができません。

※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車

割込情報の表示／非表示の設定、
および割込情報の表示時間の調整
をすることができます。
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “ナビ”を選択。
4 “ナビ詳細設定”を選択。
5 “その他”を選択。
6 “VICS/ETC2.0 設定”を選
択。

7 各項目を設定する。

割込情報を呼び出す 割込情報の表示設定を変更する
※

DOP_NAVI_J.book  43 ページ  ２０２２年１月１１日　火曜日　午前１１時９分



44

MEU owner's manual

1-4. 情報について

1 各項目を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

2 を選択。

知識

●自動割込情報を「しない」に設定して
いても、緊急情報が受信されたときは、
自動的に文字情報または図形情報が表
示されます。

●ETC2.0 サービスにより提供される自
動割込は、注意警戒情報と ETC2.0 表
示情報の設定項目でする／しないを設
定できます。
各々の設定項目は割込み画面上部の情
報種別と同じです。

●ETC2.0 音声案内を「する」に設定し
た場合でも、割込み画面下の“音声停
止”を選択すると、音声案内を中止で

きます。

●同一割込み中において、発話中止後の再
読み上げはできません。“音声停止”
で中止した発話は次回割込み時に復帰し
ます。

●ETC2.0 音声案内の音量は、別画面の
「設定・編集」画面で設定できる音量設
定値に従います。（P.89）

1 VICS/ETC2.0 設定画面で、
“自動割込みの表示時間”を
選択。

2 （表示時間を長くする）、ま

たは （表示時間を短くする）
を選択。

3 を選択。

知識

●音声案内中は表示時間が経過しても表
示は消えません。音声案内終了後に消
えます。

自動割込を設定する

割込設定 内容

自動割込VICS注
意警戒情報

VICS注意警戒情報
を表示します。

自動割込VICS文
字情報

VICS文字情報を表
示します。

自動割込VICS図
形情報

VICS図形情報を表
示します。

自動割込 ETC2.0
表示情報

ETC2.0 情報、長
文読上げ情報確認
画面を表示します。

自動割込 ETC2.0
注意警戒情報

ETC2.0 注意警戒
情報、安全運転支
援情報を表示しま
す。

ETC2.0 音声案内
長文読上げ情報以
外の音声情報の発
話を設定します。

自動割込表示時間を調整する
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走行履歴などの情報（走行位置の
履歴や車両に関する情報など）を
ETC2.0 を通じて、ITSスポット
へ送ることができます。詳しくは、
「道路管理者からのお知らせとお願
い」をご覧ください。（P.50）
1 VICS/ETC2.0 設定画面
で、“ETC2.0 走行情報のアッ
プリンク”を選択。

●「する」または「しない」を選択
後、画面表示の内容を確認の上、
「はい」「いいえ」を選択します。
途中で設定を中止したい場合は、

を選択します。

ビーコンまたはトヨタスマートセ
ンターなどから提供される現況情
報が受信され、渋滞・規制情報が
考慮されたルートが新たに見つ
かったとき、右画面に新ルートと
元ルートの比較と分岐点までの距
離を表示します。

● 渋滞考慮探索・新旧ルート比較表
示を「する」に設定したとき、新
旧ルート比較表示ができます。
（P.124）
1 “新ルート”、または“元
ルート”を選択。

● 約20秒以上操作しなかったとき
は、新ルートで案内します。

知識

●新旧ルート比較表示を「しない」に設
定していても、渋滞考慮探索
（P.124）を「する」に設定してい
て、渋滞を考慮したルートが新たに見
つかったときは自動的に新しいルート
で案内します。

●新旧ルート比較表示では、VICS・交通
情報の表示設定（P.37）に関わらず
渋滞情報が表示されます。
ただし、地図の縮尺によっては表示さ
れないことがあります。（P.35）

●交通情報を受信する度に、新旧ルート
比較が表示されます。

ETC2.0 走行情報のアップリ
ンクの設定をする

注意

●初期状態では「する」に設定されて
います。

●本設定が「しない」の場合、または
「する」の場合でも TVキット等の車
両速度をカットするような機器を装
着時は、走行履歴などの情報を利用
したサービスを受けられないことが
あります。

新旧ルートを比較して表示する
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現況VICS情報を提供している
FM放送局を選ぶことができます。
初期状態は自動で受信するよう設
定されています。自動で受信され
ないときのみ手動で放送局、また
は放送エリアを選択してください。
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “ナビ”を選択。
4 “ナビ詳細設定”を選択。
5 “その他”を選択。
6 “VICS/ETC2.0 設定”を選
択。

7 “VICS 選局”を選択。
● 表示される画面は、前回選択して
いたモード（自動選択または手動
選択）により異なります。

 自動選択時

 手動選択時

現在地がある都道府県の、VICS
提供 FM放送局が受信され、現在
地を移動すると、自動的に放送局
が切り替わります。
1 “自動”を選択。

知識

●新規エリアについては周波数を手動で
選択しないと受信できない場合があり
ます。

 エリア選択
選んだ都道府県のVICS提供 FM
放送局が受信されます。受信状態
がかわると、選んだ都道府県内で
自動的に放送局が切り替わります。
 周波数選択
選んだ周波数の放送局が受信され
ます。受信状態がかわっても自動
的に放送局は切り替わりません。
1 “手動”を選択。
2 エリア選択時は、受信させる放
送局のある都道府県名を選択。
周波数選択時は、 ・  を選
択して、放送局の周波数を選
ぶ。

● 放送局の電波が受信されると、
「受信中」が表示されます。
3 を選択。

VICS放送局を選択する 自動で放送局を選択する

手動で放送局を選択する
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VICS（Vehicle Information and 
Communication System：道路
交通情報通信システム）は、渋滞
や事故・工事・所要時間・駐車場
混雑状況などの道路交通情報をリ
アルタイムに送信し、ナビゲー
ションなどの車載のモニターに表
示するシステムです。また、道路
交通情報の提供を通して、安全性
の向上・交通の円滑化による環境
の保全などを促進することを目的
としています。
VICSリンクデータベースの著作
権は、一般財団法人日本デジタル
道路地図協会・公益財団法人日本
交通管理技術協会（TMT）が有し
ています。
VICS、およびこの機器に付与され
た のロゴマークは一般財団
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。

本機は「VICSWIDE」に対応して
います。従来のVICS に加えて、
次のようなサービスを利用するこ
とができます。
● プローブ情報に対応した渋滞情報
の提供拡大

● 緊急情報（特別警報（地震を除
く））の提供

● 気象・災害情報エリアの表示

VICSは、FM多重放送・電波ビー
コン（ETC2.0/5.8GHz）・光
ビーコンの3つのメディアを受信
することができます。
● 3つのメディアはそれぞれ特長が
異なります。

● 電波ビーコン（2.4GHz）は、本
機では受信しません。

■ FM多重放送
FM多重放送は、VICS提供 FM放
送局（NHK-FM）から電波の届く
範囲の車両にVICS情報の提供が
行われます。
■ 電波ビーコン
（ETC2.0/5.8GHz）※

電波ビーコン
（ETC2.0/5.8GHz）は、おもに
高速道路の路側に設置されており、
その地点を通過する車両に
ETC2.0 サービス情報の提供が行
われます。また、電波ビーコンに
て受信した情報をナビゲーション
に蓄積し、高速道路上の任意の場
所でタイミングよく情報提供が行
われる場合もあります。

■ 光ビーコン※

光ビーコンは、おもに一般道路の
各車線ごとに設置されており、そ
の車線を通過する車両にVICS情
報の提供が行われます。
※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車

VICSについて

「VICSWIDE」について

VICSのメディアについて
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24時間運用されています。
ただし、FM多重放送は、第1・
第3月曜日のAM1：00～ 5：
00の間はメンテナンスのため休
止する場合があります。
● 休止時間については、VICS FM
多重放送の「お知らせ」で案内し
ます。

● VICSの運用時間は予告なく変更・
廃止されることがあります。

FM 放送局から遠い場所などでは
受信状態が悪くなり、受信できな
い場合があります。
受信できない状態から、VICS情
報を表示させようとした場合、
VICS情報が表示されない、また
は地図画面上のVICS タイムスタ
ンプが更新されません。

より有効にVICSを利用していた
だくために、以下の用語の説明を
ご一読ください。
■ 緊急情報について
津波情報などの緊急の伝達が必要
とされる情報を受信すると、この
システムでは、ほかの情報より優
先して提供・表示されます。
■ 交通情報関連の用語について
● 渋滞：交通の流れが非常に悪い状
態を示します。

● 混雑：交通の流れがやや悪い状態
を示します。

■ 駐車場・SA・PA関連の用語に
ついて

● 空車：駐車場（SA・PA）の利用
が可能な状態を示します。

● 混雑：駐車場（SA・PA）におい
て、利用率が高い状態を示しま
す。

● 満車：駐車場（SA・PA）におい
て、ほぼ満車の状態を示します。

● 不明：駐車場（SA・PA）の情報
がない状態を示します。

● 閉鎖：駐車場が閉鎖されている状
態を示します。

VICS の運用時間について

VICS FM多重放送を受信でき
ないとき

VICSの用語について
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1　お客様は、共通ネットワーク
仕様書の著作権その他知的所有権
を一般財団法人道路交通情報通信
システムセンター、一般社団法人
UTMS協会および一般財団法人道
路新産業開発機構が所有しまたは
管理すること、並びに共通ネット
ワーク仕様書以外のVICS技術情
報等の著作権その他知的所有権お
よび使用許諾権を一般財団法人道
路交通情報通信システムセンター
が所有しまたは管理することに同
意する。
2　お客様は、一般財団法人道路
交通情報通信システムセンター、
一般社団法人UTMS協会および一
般財団法人道路新産業開発機構の
共通ネットワーク仕様書の著作権
その他知的所有権の保護に努める、
並びに一般財団法人道路交通情報
通信システムセンターの共通ネッ
トワーク仕様書以外のVICS 技術
情報等の著作権その他知的所有権
および使用許諾権の保護に努める。

■ トヨタ販売店への問い合わせに
ついて

以下の内容はトヨタ販売店にご相
談ください。
● ナビゲーションシステム、販売店
装着オプションのETC2.0 ユ
ニットの調子・機能・使用方法・
その他に関するもの

■ VICSセンターへの問い合わせ
について

以下の内容はVICSセンターにご
相談ください。
● VICS、ETC2.0、DSSSサービ
スで提供される情報、およびご利
用可能な場所に関するもの

■ VICSセンター
電話番号（受け付け時間…平日
9：30～ 17：45、土曜・日曜・
祝日・年末年始休暇を除く）
0570ー 00ー 8831（全国共
通・PHS、IP 電話等を除く）
FAX番号（受け付け時間…24時
間）
03ー 3562ー 1719
ホームページ
次のアドレスでも連絡先をご覧い
ただけます。
http://www.vics.or.jp/
連絡先およびアドレスは、予告な
しに変更・休止することがありま
す。ご了承ください。

VICS センター著作権について VICS・ETC2.0（ITS スポッ
ト）・DSSSの問い合わせ先に
ついて
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国土交通省、東日本高速道路株式
会社、中日本高速道路株式会社、
西日本高速道路株式会社、首都高
速道路株式会社、阪神高速道路株
式会社、本州四国連絡高速道路株
式会社、名古屋高速道路公社、福
岡北九州高速道路公社及び広島高
速道路公社（以下、「道路管理者」
と言います。）は、ETC2.0 車載器
及び ETC2.0 対応カーナビから収
集する車載器の ID付きプローブ情
報の利用や取り扱いの方針につい
て、次の通り定めます。
車載器の ID付きプローブ情報を提
供いただくことで、経路情報を活
用したサービスを提供することが
可能となり、渋滞等を迂回する経
路を走行したドライバーを優遇す
ることなどが期待されます。
1．車載器の ID付きプローブ情報
（1）ここで「車載器の ID付きプ
ローブ情報」とは、ETC2.0 車載
器及び ETC2.0 対応カーナビに記
録された走行位置の履歴など「プ
ローブ情報」に車両を特定するた
めの「車載器の ID」を付与した情
報で、道路管理者が管理する ITS
スポット（DSRC路側無線装
置）※1と通信を行うことにより
ETC2.0 車載器及び ETC2.0 対応
カーナビから収集される情報を言
います。
※1道路管理者とプローブ情報の収集に関

する協定等を結んだ者が管理する ITS
スポットを含みます。

（2） 「車載器の ID付きプローブ情
報」として収集される情報は次の
とおりです。※2

● ETC2.0車載器及びETC2.0対応
カーナビに関する情報（無線機に
関する情報（製造メーカー、型番
等）、カーナビゲーションに関す
る情報（製造メーカー、型番等））

● 車両に関する情報※3

● 走行位置の履歴※4

● 急な車両の動きの履歴※4

※2ただし、個別サービスの種類によって
は、車載器の ID 付きプローブ情報と
して収集される情報以外の情報を利用
する場合があるため、このようなサー
ビスを利用する場合には、その利用や
取り扱いについて、当該サービス提供
者の説明を受け、同意した上で当該
サービスを利用してください。

※3車載器のセットアップの際にご提供い
ただいた車両情報です。車両を特定す
るための車載器の IDに関する情報や
自動車登録番号、車両番号が含まれま
す。ただし自動車登録番号、車両番号
については4桁の一連番号は含まれ
ません（例：「品川 500 あ 1234」
では「1234」の部分は含まれませ
ん。）。

※4走行開始地点や走行終了地点は収集さ
れません。

2. 車載器の ID付きプローブ情報
の利用目的
（1）渋滞等を迂回する経路を走行
したドライバーを優遇する等の経
路情報を活用したサービスが実用
化した場合、道路管理者は車載器
の ID付きプローブ情報を当該サー

道路管理者からのお知らせと
お願い

車載器の ID付きプローブ情報の
利用及び取り扱い方針
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ビスの提供に利用します。
（2）道路管理者は、車載器の ID
付きプローブ情報を、経路情報を
活用したサービスの有効性検証等
のために利用する場合があります。
（3）道路管理者は、（1）または
（2）の目的以外で車載器の ID付
きプローブ情報を利用しません。
3. 車載器の ID付きプローブ情報
の収集
（1）道路管理者は、道路管理者が
管理する ITS スポット※1によっ
て、車載器の ID付きプローブ情報
を収集する場合があります。
（2）ETC2.0 対応カーナビと連動
するETC2.0 車載器の利用者は、
設定により1．（2）で示す情報の
うちカーナビゲーションに関する
情報、走行位置の履歴、急な車両
の動きの履歴について、道路管理
者への提供の可否を選択できる場
合があります。※5
※5ETC2.0 対応カーナビと連動せず単
独でプローブ情報を記録できる
ETC2.0 車載器の利用者は、設定によ
り道路管理者へ車載器の ID付きプ
ローブ情報の提供を拒否する選択は行
えません。また、ETC2.0 対応カーナ
ビと連動せず単独でプローブ情報を記
録できる ETC2.0 車載器の利用者は、
道路管理者からのお知らせとお願いと
して周知している「プローブ情報の利
用及び取り扱いについて」におけるプ
ローブ情報の収集についても同様に、
設定により道路管理者への情報の提供
を拒否する選択は行えません。「プ
ローブ情報の利用及び取り扱いについ
て」は ETC2.0 車載器の説明書また
は道路管理者Webサイト等に掲載さ
れています。ETC2.0 車載器を取得す

る前に、車載器の説明書等によりあら
かじめ確認し、取得する ETC2.0 車
載器を選択してください。

（3）ETC2.0 車載器及び ETC2.0
対応カーナビ利用者は、設定によ
り道路管理者への（2）で示す車
載器の ID付きプローブ情報の提供
を拒否する選択をした場合、2．
（1）の経路情報を活用したサービ
スによる優遇は受けられませ
ん。※6
※6カーナビゲーションに関する情報、走
行位置の履歴、急な車両の動きの履歴
を提供する機能の無いカーナビゲー
ションは経路情報を活用したサービス
による優遇が受けられません。

4. 車載器の ID付きプローブ情報
の第三者への提供
（1）道路管理者は、2．（1）及び
（2）の目的のため、収集した車載
器の ID付きプローブ情報を個別の
車両を特定できないよう統計的に
処理した情報を、他の情報提供主
体、大学等の研究機関、その他第
三者に提供する場合があります。
（2）道路管理者は、ETC2.0 車載
器及び ETC2.0 対応カーナビ、
ITSスポット等の関係設備につい
て、障害発生時の対応や、これら
の研究・開発の目的のため、車載
器の ID付きプローブ情報又はこれ
らを統計的に処理した情報を、製
造・開発メーカー等に提供する場
合があります。
（3）道路管理者は、（1）及び
（2）以外で車載器の ID付きプ
ローブ情報を第三者に提供しませ
ん。
5. 車載器の ID付きプローブ情報
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の取り扱い等
（1）道路管理者は、車載器の ID
付きプローブ情報を安全に管理し、
情報の漏えい等の防止に努めます。
（2）道路管理者は、車載器の ID
付きプローブ情報が不要となった
時点で、当該車載器の ID付きプ
ローブ情報を消去します。
（3）道路管理者は、車載器の ID
付きプローブ情報の提供先におけ
る情報の安全管理および提供した
情報が不要となった時点で情報を
消去することについて、提供先を
適切に指導します。
6. 問い合わせ先
国土交通省 道路局道路交通管理課
高度道路交通システム推進室
03-5253-8111（代）
東日本高速道路株式会社、中日本
高速道路株式会社、西日本高速道
路株式会社、首都高速道路株式会
社保全・交通部管制技術グループ、
阪神高速道路株式会社情報システ
ム部システム技術課、本州四国連
絡高速道路株式会社保全計画部保
全管理課、名古屋高速道路公社、
福岡北九州高速道路公社、広島高
速道路公社
2015年 7月現在

国土交通省、東日本高速道路株式
会社、中日本高速道路株式会社、
西日本高速道路株式会社、首都高
速道路株式会社、阪神高速道路株
式会社、本州四国連絡高速道路株
式会社、名古屋高速道路公社、福
岡北九州高速道路公社及び広島高
速道路公社（以下、「道路管理者」
と言います。）は、ETC2.0 車載器
及び ETC2.0 対応カーナビからプ
ローブ情報を収集する場合におけ
る情報の利用や取り扱いについて、
次の通りお知らせします。
プローブ情報をご提供いただくこ
とで、より精度の高い道路交通情
報などをドライバーの方々に提供
することなどが可能となり、道路
がより使いやすくなると期待され
ます。また、交通事故の削減や道
路渋滞の緩和など環境負荷低減の
取り組みにも活用する予定です。
なお、道路管理者はこのお知らせ
を変更することがあります。この
場合には変更後のお知らせを道路
管理者Webサイト等に掲載しま
す。
1．プローブ情報
（1）ここで「プローブ情報」と
は、ETC2.0 車載器及び ETC2.0
対応カーナビに記録された走行位
置の履歴などの情報で、道路管理
者が管理する ITS スポット
（DSRC路側無線装置）※1と無線
通信を行うことによりETC2.0 車
載器及び ETC2.0 対応カーナビか
ら収集される情報を言います。

プローブ情報の利用及び取り扱い
について
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なお、このプローブ情報から車両
又は個人を特定することはできま
せん。
プローブ情報として収集する情報
は次の通りです。 ※2

● ETC2.0車載器及びETC2.0対応
カーナビに関する情報（無線機に
関する情報（製造メーカー、型番
等）、カーナビゲーションに関す
る情報（製造メーカー、型番等））

● 車両に関する情報※3

● 走行位置の履歴※4

● 急な車両の動きの履歴※4

※1道路管理者とプローブ情報の収集に関
する協定等を結んだ者が管理する ITS
スポットを含みます。

※2ただし、個別サービスの種類によって
は、車載器の ID付きプローブ情報と
して収集される情報以外の情報を利用
する場合があるため、このようなサー
ビスを利用する場合には、その利用や
取り扱いについて、当該サービス提供
者の説明を受け、同意した上で当該
サービスを利用してください。

※3車載器のセットアップの際にご提供い
ただいた車両情報の一部です 。なお、
この情報に、車台番号や、自動車登録
番号又は車両番号の4桁の一連番号
は含まれないため、車両又は個人を特
定することはできません （例：「品川 
500 あ 1234」では「1234」の部
分は含まれません。）。

※4走行開始地点や走行終了地点などの個
人情報にかかわる情報は、収集されま
せん。

2．プローブ情報の利用目的
（1）道路管理者は、プローブ情報
を道路交通情報や安全運転支援情
報の提供などドライバーへのサー

ビス、道路に関する調査・研究、
道路管理の目的に利用します。※5
※5例えば、収集した走行位置の履歴を統
計的に処理することで、区間の走行所
要時間や、渋滞の影響を高い精度で把
握し、ドライバーに情報提供すること
ができます。また、急な車両の動きを
統計的に処理することで、道路上の障
害物の検知や、走行に注意が必要な箇
所を把握し、ドライバーに情報提供す
ることが考えられます。

（2）道路管理者は、（1）の目的以
外でプローブ情報を利用しません。
3．プローブ情報の収集
（1）道路管理者は、道路管理者が
管理する ITSスポット※1によっ
て、プローブ情報を収集する場合
があります。
（2）ETC2.0 車載器及び ETC2.0
対応カーナビ利用者は、設定によ
り、1．（1）で示す情報のうち
カーナビゲーションに関する情報、
走行位置の履歴、急な車両の動き
の履歴について、道路管理者への
提供の可否を選択することができ
る場合があります。※6※7選択の
方法は ETC2.0 車載器及び
ETC2.0 対応カーナビの取扱説明
書をご覧下さい。
※6カーナビゲーションに関する情報、走
行位置の履歴、急な車両の動きの履歴
を提供する機能の無いカーナビゲー
ションは該当しません。

※7ETC2.0 対応カーナビと連動せず単
独でプローブ情報を記録できる
ETC2.0 車載器の利用者は、設定によ
り道路管理者への（2）で示す情報の
提供を拒否する選択を行えません。

（3）ETC2.0 車載器及び ETC2.0
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対応カーナビ利用者は、カーナビ
ゲーションに関する情報、走行位
置の履歴、急な車両の動きの 履歴
を提供することで、これを利用し
た様々な追加サービスの提供を受
けられる場合があります。
4．プローブ情報の第三者への提
供
（1）道路管理者は、2．（1）の目
的のため、プローブ情報を統計的
に処理した情報を、他の情報提供
主体、大学等の研究機関、その他
第三者に提供する場合があります。
（2）道路管理者は、ETC2.0 車載
器及び ETC2.0 対応カーナビ、
ITSスポット等の関係設備につい
て、障害発生時の対応や、これら
の研究・開発の目的のため、プ
ローブ情報又はこれを統計的に処
理した情報を、製造・開発メー
カーに提供する場合があります。
（3）道路管理者は、（1）及び
（2）以外でプローブ情報を第三者
に提供しません。
5．プローブ情報の取り扱い
（1 ）道路管理者は、プローブ情報
を安全に管理し、情報の漏えい等
の防止に努めます。
（2） 道路管理者は、プローブ情報
が不要となった時点で、当該プ
ローブ情報を消去します。
（3 ）道路管理者は、プローブ情報
の提供先における情報の安全管理
について、提供先を適切に指導し
ます。
6．問い合わせ先
国土交通省 道路局道路交通管理課

高度道路交通システム 推進室
03-5253-8111（代）
東日本高速道路株式会社、中日本
高速道路株式会社、西日本高速道
路株式会社、首都高速道路株式会
社保全・交通部管制技術グループ、
阪神高速道路株式会社情報システ
ム部システム技術課、本州四国連
絡高速道路株式会社保全計画部保
全管理課、名古屋高速道路公社、
福岡北九州高速道路公社、広島高
速道路公社
2015年 7月改定
2014年 10月改定
2010年 10月現在

知識

●本機でのプローブ情報の選択の可否を
設定する方法は、「ETC2.0 走行情報の
アップリンクの設定をする」（P.45）
をご覧ください。
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この製品を使用する際には、以下
の条項に同意しなければなりませ
ん。
甲＝一般財団法人道路交通情報通
信システムセンター
1 契約者は、共通ネットワーク仕
様書の著作権その他知的所有権を
甲、一般社団法人UTMS協会及び
一般財団法人道路新産業開発機構
が所有し又は管理すること、並び
に共通ネットワーク仕様書以外の
VICS技術情報等の著作権その他
知的所有権及び使用許諾権を甲が
所有し又は管理することに同意す
る。
2 契約者は、甲、一般社団法人
UTMS協会及び一般財団法人道路
新産業開発機構の共通ネットワー
ク仕様書の著作権その他知的所有
権の保護に努める、並びに甲の共
通ネットワーク仕様書以外の
VICS技術情報等の著作権その他
知的所有権及び使用許諾権の保護
に努める。

※夜画のときは白色で表示されます。

VICS 過去データについて VICS記号・表示について

記号 道路の種類・状況
※

（黒色）
通行止めの区間

（赤色）
渋滞している道路

（橙色）
混雑している道路

（水色）
すいている道路

記号 施設情報

／

（青色）

駐車場／臨時駐車場（空
車）

／

（燈色）

駐車場／臨時駐車場（混
雑）

／

（赤色）

駐車場／臨時駐車場（満
車）

／

（黒色）

駐車場／臨時駐車場（不
明）

／

（赤色）

駐車場／臨時駐車場（閉
鎖）

（青色）
SA・PA（空車）

（燈色）
SA・PA（混雑）
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知識

●表示される記号・表示の位置は実際と

（赤色）
SA・PA （満車）

（黒色）
SA・PA（不明）

（赤色）
SA・PA （閉鎖）

（青色）
充電施設（空車）

（燈色）
充電施設（混雑）

（赤色）
充電施設（満車）

（黒色）
充電施設（不明）

（赤色）
充電施設（閉鎖）

記 号 規制情報

事故

故障車

路上障害

注意

地震警戒宣言

工事

火災

雨

記号 施設情報

凍結

雪

作業

通行止め

右折禁止

左折禁止

直進禁止

片側交互通行

チェーン規制

進入禁止

対面通行

車線規制

徐行

入口閉鎖

大型車両通行止め

入口規制

出口規制

速度規制

イベント

気象速報

災害速報

記 号 規制情報
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異なることがあります。また、複数の
VICS・交通情報が代表して1つの記号
で表示されることがあります。

● 提供されるVICS情報はあくまで
も参考としてください。（提供さ
れるVICS情報は、最新ではない
ことがあります。）

● 電波や光の信号がうまく受信され
ないときは、一部の表示が乱れる
ことがありますが、新しい信号が
正しく受信されれば正しい表示に
更新されます。

● VICSの表示内容は、VICSセン
ターが提供していますので、本書
の画面と実際の画面は異なること
があります。

● VICS情報は、発信されている地
域により、情報の内容が異なりま
す。

● VICSによる交通情報（渋滞や混
雑の矢印など）の地図への表示
は、毎年、追加・更新・削除さ
れ、その削除された部分は 経年に
より、一部の情報が表示されなく
なることがあります。

■ FM多重放送特有の事項について
● FM多重放送は、一定周期で情報
が更新されますので、情報が揃う
までに時間がかかることがありま
す。

● 以下のようなときは、VICS情報
が受信されないことがあります。

･ トンネルの中にいるとき
･ 高層ビルの谷間にいるとき
･ 高架道路の下にいるとき
･ 盆地にいるとき
･ 大型車とすれちがったとき

1 “PHONE”スイッチを押す。
2 “キーパッド”を選択。
3 “交通ナビ”を選択。

4 項目を選択。
● 目的地が1カ所のみ設定されてい
るときは、“目的地”を選択す
ると、名称と電話番号を表示しま
す。

5 選択した項目により、次のいず
れかの操作をする。

知っておいていただきたいこと

交通ナビ関連情報について

JAF や道路交通情報センターな
どの電話番号を表示することが
できます。
また、登録されているメモリ地
点や設定されている目的地に電
話番号が入力されていれば、そ
の地点の電話番号を表示するこ
とができます。

交通ナビ関連情報を表示する
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1 都道府県名施設名称の順に
選択。

1 メモリ地点を選択。
● 地図を表示するときは、“地図”
を選択します。

● 目的地が複数設定されているとき
は、いずれかの目的地を選択しま
す。

JAF または道路交通情報セン
ターの情報を表示する

メモリ地点の情報を表示する

目的地の情報を表示する
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1-5. 目的地を探す

 地図画面から表示する
1 地図画面の“目的地”を選
択。

2 目的地の検索方法を選択。
 メニュー画面から表示する
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “目的地”を選択。
3 目的地の検索方法を選択。

トヨタスマートセンターの検索
エンジンを使用して検索した施
設などの地図を表示します。※
（P.195）

※T-Connect ナビキット装着車

読みで検索した施設や、入力し
た地名がある地域の地図を表示
します。（P.61）
さまざまなジャンルから検索し
た施設がある地点の地図を表示
します。（P.64）
電話番号で検索した施設や、電
話番号が使用されている地域の
地図を表示します。（P.65）
住所で指定した地点または地域
の地図を表示します。
（P.66）
あらかじめ登録しておいたメモ
リ地点の地図を表示します。

･ メモリ地点を登録しているときのみ使
用できます。（P.102）

名称で検索した施設や、地名が
ある地域の地図を表示します。
（P.61）

･ 漢字やカタカナで検索するときに便利
です。

現在地または目的地周辺などの
施設がある地点の地図を表示し
ます。（P.67）
Gメモリ地点を使用して地図を
表示します。※（P.196）

･ 目的地の設定を行うときのみ使用でき
ます。

※T-Connect ナビキット装着車

入力したマップコードが使用さ
れている地域の地図を表示しま
す。（P.67）
特別メモリ地点を目的地として
ルート探索を開始します。

･ 特別メモリ地点を登録しているときの
み使用できます。（P.104）

目的地の検索

さまざまな検索方法で目的地に
設定する場所を検索することが
できます。

目的地検索画面を表示する

目的地検索画面

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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･ 目的地の設定を行うときのみ使用でき
ます。

特別メモリ地点周辺の地図を表
示します。

･ 特別メモリ地点を登録しているときの
み使用できます。（P.104）

･ 目的地の設定を行うときのみ使用でき
ます。

目的地履歴（過去に設定した目
的地）の地点の地図を表示しま
す。（P.68）

･ 目的地履歴が登録されているときのみ
使用できます。

前回目的地案内を行ったときの
出発地点の地図を表示します。
（P.68）

･ 一度目的地案内を行ったときのみ使用
できます。

自宅を目的地としてルート探索
を開始します。

･ 自宅を登録していない場合は、ここか
ら登録することができます。
（P.74）
･ 目的地の設定を行うときのみ使用でき
ます。

自宅周辺の地図を表示します。
･ 自宅を登録しているときのみ使用でき
ます。（P.74）

･ 目的地の設定を行うときのみ使用でき
ます。

あらかじめ専用のスマホアプリ
で設定した目的地を利用できま
す。※

･ 専用のスマホナビアプリのインストー
ルが必要です。スマホナビアプリは予
告なく変更・廃止されることがありま
す。

※T-Connect ナビキット装着車

2ページ目または1ページ目を
表示します。

知識

●目的地検索画面の1ページ目の並び順を
変更することができます。（P.130）

●目的地の追加（P.94）や、メモリ地
点の登録（P.105）などの場合も同
様の方法で目的地を検索します。

L

M

N

O

P

Q

R
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施設名称または地名を入力し、地
図を呼び出すことができます。
また全国リスト画面（P.62）に
表示された件数が多い場合は、エ
リア（P.63）・ジャンル
（P.64）を指定することにより
件数を絞り込むことができます。

知識

●入力中に検索先の候補が5件以下にな
り、約10秒以上操作しなかったとき
は、自動的にその時点で入力した文字
から検索された施設名称の全国施設リ
スト画面が表示されます。

●ソフトウェアキーボードの使用方法は、
別冊「マルチメディア取扱書」をご覧
ください。

1 次のいずれかの操作で目的地検
索画面を表示する：

● 地図画面の“目的地”を選択。
● “MENU” スイッチ  “ 目的
地” の順に選択。

2 “読み”を選択。
3 名称の読みを入力し、“検索”
を選択。

● 入力するごとに、検索される施設
名称の件数が表示されます。

● 検索された施設名称または地名の
全国リスト画面が表示されます。
（P.62）

読み検索に比べ、検索する施設名
称または地名の件数を絞り込むこ
とができます。漢字やカタカナで
検索するときに便利です。
■ ひらがな・漢字入力
1 次のいずれかの操作で目的地検
索画面を表示する：

● 地図画面の“目的地”を選択。
● “MENU” スイッチ  “ 目的
地” の順に選択。

2 “名称”を選択。
3 名称を入力し、変換候補から選
択。

● 変換候補の中に希望の変換語句が

ない場合、  を選択して他の候
補を表示させることができます。

● 入力したままの状態で確定したい
ときは、“確定”を選択します。

● を選択すると音声認識で文字

を入力することができます。※
※T-Connect ナビキット装着車

4 “検索”を選択。
● 検索された施設名称または地名の
全国リスト画面が表示されます。
（P.62）

読みまたは名称で検索する

読みで検索する

名称で検索する
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■ カタカナ、英数字・記号入力
1 名称検索画面で “入力切替”
を選択。

2 “カナ”・“英数字”のいず
れかを選択し、入力画面を切り
替える。

3 名称を入力し、“検索”を選
択。

 カタカナ入力時

 英数字・記号入力時

● 検索された施設名称または地名の
全国リスト画面が表示されます。
（P.62）

1 全国リスト画面で、表示させる
施設名称または地名を選択。

● エリア（P.63）またはジャン
ル（P.64）を指定することに
より、リストに表示されている施
設名称または地名を絞り込むこと
ができます。

● 同じ施設名称、または施設名称に
複数の店舗（チェーン店など）が
あるときは、まとめてリストに表
示されます。この場合、施設名称
の右側に検索された施設の件数が
表示されます。

● まとめて表示されたリストを選択
したときは、施設名称を選択しま
す。施設名称のリストは、“ソー
ト”を選択することで以下の並
べ方（ソート）をすることができ
ます。

･ “距離順”※1：自車位置マーク
から近い施設または地名の順

･ “名称順”：50音順※2
※1検索された施設名称または地名の件数
が多い場合は、距離順に並び替えでき
ない場合があります。

※2漢字を含む名称は文字コード順に表示
されるため、50音順に並ばないこと
があります。

● 選択した施設の地図が表示されま
す。

全国リストから検索する
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エリアを指定して、施設名称また
は地名を絞り込むことができます。
1 全国リスト画面で、“絞り込
み”を選択。

2 “エリアで絞りこむ”を選択。
3 エリアの指定方法を選択。

住所で絞り込む（P.63）
地域で絞り込む（P.63）
周辺で絞り込む（P.63）

■ 住所選択時
1 都道府県名を選択。

● リスト画面に戻すときは、“全エ
リア”を選択します。

2 市区町村名を選択。
● 都道府県を指定してリスト画面を
表示するときは、“○○全域 ”
を選択します。

■ 地域選択時
1 地域名を選択。

● リスト画面に戻すときは、“全エ
リア”を選択します。

■ 周辺選択時
1 “現在地周辺”または“目的
地周辺”を選択。

● リスト画面に戻すときは、“全エ
リア”を選択します。

● 目的地を複数設定している場合
に、“目的地周辺”を選択した
ときは、目的地を選択します。

エリア別に絞り込む

A

B

C
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ジャンルを指定して、施設名称ま
たは地名を絞り込むことができま
す。
1 全国リスト画面で、“絞り込
み”を選択。

2 “ジャンルで絞りこむ”を選
択。

3 施設のジャンル、さらに詳細な
施設のジャンルの順に選択。

● 地名を入力したときは、“その他” 
 “住所”の順に選択すると、
地名のリストが表示されます。

● リスト画面に戻すときは、“全
ジャンル”を選択します。

知識

●施設によっては、表示された地点が必
ずしも正確な所在地となっているとは
限らず、所在地の住所を代表する地点
が表示されることがあります。

現在地または目的地周辺など施設
を検索するエリアを変更し、変更
したエリア周辺の施設を検索する
ことができます。
1 次のいずれかの操作で目的地検
索画面を表示する：

● 地図画面の“目的地”を選択。
● “MENU” スイッチ  “ 目的
地” の順に選択。

2 “ジャンル”を選択。
3 施設のジャンル、さらに詳細な
施設のジャンル  “ 検索”
の順に選択。

● 5つまで選択することができます。
● 間違えたときは、選択済みの施設
のジャンルを選択します。

● 選択ジャンルを解除するとき
は、“選択解除”を選択します。
押すたびに1つずつ選択ジャンル
を解除します。

4 施設名称を選択。
● 施設のリストは、“ソート / ルー
ト沿い考慮”を選択することで
以下の並べ方（ソート）をするこ
とができます。

･ “距離順”：自車位置マーク また

は から近い施設の順

･ “種類順”：施設記号順

● “ルート沿い考慮”を選択する

施設のジャンル別に絞り込む ジャンルで検索する
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と、ルート沿いの施設のみリスト
に表示されます。（P.25）

1 ジャンル検索画面で“エリア”
を選択。

2 施設を検索したい地域を選択。
● “住所指定”を選択すると、住所
から施設を検索したい地域を選択
することができます。選択方法に
ついては、「住所で検索する」
（P.66）手順 3へ。

1 次のいずれかの操作で目的地検
索画面を表示する：

● 地図画面の“目的地”を選択。
● “MENU” スイッチ  “ 目的
地” の順に選択。

2 “電話番号”を選択。
3 電話番号を入力し、“検索”
を選択。

● 市外局番から入力します。
● 入力した番号に該当する施設があ
るときは、その施設付近の地図が
表示されます。

● 同じ電話番号で複数の地点がある
ときは、施設名称を選択します。

知識

●該当する施設がないときや個人住宅な
どのときは、市外・市内局番が使用さ
れている地域の地図が表示されます。

●同じ名前の施設が、複数表示されるこ
とがあります。

●施設によっては、表示された地点が必
ずしも正確な所在地となっているとは
限りません。また、以下のようなケー
スで一般情報誌などとは異なった検索
が行われることがあります。
･ デパートの美術館・アミューズメント
パークなどでは、問い合わせ先の場所
と所在地が離れていることがあります。
このような施設の電話番号を入力する
と、問い合わせ先の所在地の地図が表
示されます。
･ 一般情報誌などではホール等の電話番
号として、管理会社の電話番号を記載
していることがあります。このような
施設の電話番号を入力すると、管理会
社名が検索され、その管理会社の所在
地の地図が表示されます。

施設検索するエリアを変更す
る

電話番号で検索する
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●施設の電話番号や所在地、名前などは1
年間で数万件が変化します。この点に
留意してご利用ください。

●地図に表示される住所は、隣接する地
名が表示されることがあります。また、
表示される電話番号は途中で切れてい
ることや省略されていることがありま
す。

●収録されていない電話番号を入力して
表示させた地図の地点は、目的地の設
定などをした時点で自動的に記憶され
ます。次回、同じ番号を入力すると記
憶された地図が表示されます。記憶で
きる件数をこえたときは、古いものか
ら自動的に消去されます。

1 次のいずれかの操作で目的地検
索画面を表示する：

● 地図画面の“目的地”を選択。
● “MENU” スイッチ  “ 目的
地” の順に選択。

2 “住所”を選択。
3 都道府県名・市区町村名・町
名・丁目（字）の順に選択。

● “○○主要部”を選択すると、広
域図が表示されます。

4 “番地指定”を選択。
5 番地を入力し、“検索”を選
択。

知識

●入力した番地に該当する住所がないと
きは、その丁目（字）の広域図が表示
されます。

●「郡」や「字」等の名称は、表示されま
せん。

住所で検索する
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1 次のいずれかの操作で目的地検
索画面を表示する：

● 地図画面の“目的地”を選択。
● “MENU” スイッチ  “ 目的
地” の順に選択。

2 “施設”を選択。
3 施設のジャンルを選択。

● 表示されている以外のジャンルを
表示するときは、“その他”
施設のジャンルの順に選択しま
す。

4 都道府県名（路線名）を選択。
● さらに市区町村名（または路線
名・販売会社名 ）が表示されるこ
とがあります。このとき、同様に
市区町村名（または路線名・販売
会社名）を選択します。

● 施設のジャンルによっては、全国
施設リストが表示されることがあ
ります。
このとき、全国施設リスト画面か
ら、施設名称を選び、地図を表示
させることができます。
“全国の○○”を選択すると、
全国施設リスト画面になり、全国
の施設名称が50音順に表示され
ます。※

※漢字を含む名称は文字コード順に表示
されるため、50音順に並ばないこと
があります。

5 施設名称を選択。

1 次のいずれかの操作で目的地検
索画面を表示する：

● 地図画面の“目的地”を選択。
● “MENU” スイッチ  “ 目的
地” の順に選択。

2 “マップコード”を選択。
3 マップコードを入力し、“検
索”を選択。

知識

●マップコードとは、特定の位置の位置
データをコード化し、1～13桁の番
号でその場所を特定することができる
ものです。従来は、住所などを使って、
特定の場所を表現していましたが、住
所では特定できないところも特定する
ことができるようになります。

●「マップコード」は、株式会社 デンソー
の登録商標です。

●マップコードについては、以下のホー
ムページで紹介されていますので、そ
ちらをご覧ください。
https://
www.denso-communications.jp/
mapcode/

●マップコードは、メモリ地点
（P.105）・迂回メモリ地点
（P.107）を登録すると、位置の名称
の下に表示されます。

施設で検索する マップコードで検索する
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1 次のいずれかの操作で目的地検
索画面を表示する：

● 地図画面の“目的地”を選択。
● “MENU” スイッチ  “ 目的
地” の順に選択。

2 “履歴”を選択。
3 希望の目的地履歴を選択。

● “前回出発地 / 履歴消去”“前
回出発地”の順に選択すると、
前回目的地案内させたときの出発
地点の地図が表示されます。

1 履歴検索画面で“前回出発地 / 
履歴消去”“履歴消去”の
順に選択。

2 消去したい項目を選択。
3 “はい”を選択。
● すべての履歴を削除するとき
は、“全消去”“はい”の順
に選択します。

知識

●自宅および特別メモリ地点は、目的地
履歴に記憶されません。

地図を呼び出したとき、施設に
よっては、ピンポイント検索され
ます。
 ピンポイント検索されたとき

 ピンポイント検索されなかった
とき

知識

●検索された施設に、詳細な情報がある

ときは、検索された施設の地点に が

表示されます。

履歴で検索する

履歴を消去する

検索した地図の操作

ピンポイント検索について
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1 地図検索後、目的地セットを行
う前に を選択して、地図の
中心位置を動かし、目的地の位
置を変更・調整する。

● カーソルで希望の場所を選択、ま
たはフリック操作して移動するこ
ともできます。

1 “情報”を選択。

2 施設情報が表示される。
 簡易情報表示

 情報付き施設表示

● 画面をスクロールするときは、
を選択します。

● ワンタッチスクロールによる移動
もできます。

● “住所”・“写真”などを選択す
ると、それぞれの情報が書かれて
いる部分に画面を移動します。

知識

●呼び出した地図の地点により、表示さ
れる画面が異なります。

●施設によっては、内容が表示されない
施設もあります。

地図の位置を変更する・調整
する

施設の内容を表示する
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検索された施設（デパート・ホテ
ルなど）と提携している駐車場を
表示させることができます。
1 “提携P”を選択。

● 提携駐車場のリストが表示されま
す。

2 駐車場名称を選択。
● 選択した駐車場の地図が表示され
ます。

● 専用駐車場は （青色）、提携駐
車場は （緑色）で表示されま
す。

知識

●“提携P”を選択しても、駐車場が検索
されないことがあります。

●地図データに情報のない駐車場は、検
索されません。

●施設によっては、駐車場が検索されな
い施設もあります。

●検索される駐車場は、設定した車両情
報（P.126）により異なります。ま
た、車両寸法が設定されていないとき
は、車両寸法を考慮せずに、駐車場が
検索されます。

次のときに、検索することができ
ます。
●「読みで地図を検索する」のリス
ト画面で、地名を選択したとき

●「電話番号で地図を検索する」で、
該当する施設がなかったとき

1 “住所一覧”を選択。

2 地名を選択。
● 選択した地名の地図が表示されま
す。

● 詳細がわからないときは、“○○
主要部”を選択すると、広域図
が表示されます。

提携駐車場を検索する 住所で絞り込む

住所一覧から検索する
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次のときに、検索することができ
ます。
●「住所一覧から検索する」で、該
当する住所がなかったとき

●「住所で地図を検索する」で、該
当する住所がなかったとき

1 “周辺住所”を選択。

2 番地を選択。

知識

●1/8 万図より詳細な地図で、目的地の
設定をすることができます。

●目的地を設定した地図の地点は、自動
的に記憶され、目的地の設定のときな
どに、地図を呼び出すことができます。
（最大100カ所まで）100カ所をこえ
たときは、古いものから自動的に消去
されますが、不要な目的地履歴は、消
去することもできます。（P.126）

●ルート探索中に、ほかの画面に切り替
えても、探索は続けられています。

●目的地までの距離が近すぎるときは、
ルートは表示されません。

●高速道路や有料道路の IC・SA・PA内
などでルート探索が行われると、その
周辺の一般道路から開始するルートが
探索されることがあります。このとき
は、ルートの再探索（P.90）を行っ
てください。

●私有地などは、その土地の所有者で
あっても、進入を規制するルートが探
索されます。

●歩行者天国が行われる場所などは、開
催日以外の日でも、進入を規制する
ルートが探索されます。

●車両制限（車高・車幅・車長など）の
ある道路は、ルート探索時に考慮され
ません。

周辺住所から検索する 目的地を設定してルート探
索

目的地の設定が終了すると、
ルート探索が開始されます。
ルート探索が終了すると、全
ルート図表示画面（現在地から
目的地までの全体ルート）にな
ります。（P.76）
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1 次のいずれかの操作で目的地検
索画面を表示する：

● 地図画面の“目的地”を選択。
● “MENU” スイッチ  “ 目的
地” の順に選択。

2 目的地の検索方法を選び、目的
地に設定する場所を検索する。
（P.59）
3 “目的地セット”を選択。

● の位置に目的地が 記号で表
示され、ルート探索が開始されま
す。（P.76）

● すでに目的地が設定されていると
きは、“新規目的地”（新しく
目的地を設定）、または“追加目
的地”（「目的地を追加する」
（P.94）の手順 5）を選択しま
す。

知識

●設定した目的地は消去することができ
ます。（P.95）

※T-Connect ナビキット装着車

目的地が設定されていないときに
エンジンスイッチ＜パワースイッ
チ＞をACC、またはONにして現
在地画面を表示させると、目的地
候補情報が表示されたスイッチが
表示されます。スイッチには自宅
と特別メモリ（特別メモリの1と
2）までの距離と到着予測時間が
表示されます。
表示されたスイッチを選択するこ
とで目的地に設定できます。
1 “MAP”スイッチを押す。
2 目的地に設定したいスイッチを
選択。

自宅
特別メモリの1と2

● 目的地に設定するには事前に登録
しておく必要があります。
（P.102、104）
また、未登録のスイッチを選択す
ることで登録することができま
す。（P.73）

知識

●目的地候補情報の自動表示を「する」
に設定したとき、目的地候補情報が表
示できます。（P.117）

●目的地候補情報はしばらくすると自動
で消えます。

目的地検索画面から目的地を設
定する

目的地候補情報から目的地を設
定する※

A

B
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1 目的地候補情報が表示されたと
きに、未登録の“自宅”、
“特別メモリ1”または“特
別メモリ2”を選択。

2 目的地の検索方法を選び、目的
地に設定する場所を検索する。
（P.59）
3 “セット”を選択。
● 上記以外の方法でも登録すること
ができます。（P.102、104）

現在、地図上に表示している地点
を目的地に設定することができま
す。
1 地図を希望の場所に移動し、
“目的地セット”を選択。

● の位置に目的地が 記号で表
示され、ルート探索が開始されま
す。（P.76）

● すでに目的地が設定されていると
きに、地図画面から目的地を設定
した場合、その目的地が一番初め
の目的地になり、ルート探索を開
始します。

目的地候補情報が登録されて
いないときは

地図画面から目的地を設定する
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1 次のいずれかの操作で目的地検
索画面を表示する：

● 地図画面の“目的地”を選択。
● “MENU” スイッチ  “ 目的
地” の順に選択。

2 “自宅に帰る”を選択。

1 “自宅登録”を選択。
2 自宅の登録方法を選択。
● 次の方法で、地図を呼び出すこと
ができます。

･ 現在地周辺
･ 目的地履歴（P.68）
･ 住所指定（P.66）
3 “セット”を選択。
4 “自宅に帰る”を選択。
● 上記以外の方法でも登録すること
ができます。（P.102）

1 次のいずれかの操作で目的地検
索画面を表示する：

● 地図画面の“目的地”を選択。
● “MENU” スイッチ  “ 目的
地” の順に選択。

2 特別メモリの“1～ 5”選択。

1 登録されていない特別メモリを
選択。

2 “はい”を選択。
3 目的地の検索方法を選び、目的
地に設定する場所を検索する。
（P.59）
4 “セット”を選択。
● 上記以外の方法でも登録すること
ができます。（P.104）

自宅を目的地に設定する

自宅が登録されていないとき
は

特別メモリ地点を目的地に設定
する

特別メモリが設定されていな
いときは

DOP_NAVI_J.book  74 ページ  ２０２２年１月１１日　火曜日　午前１１時９分



75

1

MEU owner's manual

1-5. 目的地を探す
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

1 次のいずれかの操作で目的地検
索画面を表示する：

● 地図画面の“目的地”を選択。
● “MENU” スイッチ  “ 目的
地” の順に選択。

2 “ メモリ地点”を選択。
3 目的地に設定するメモリ地点を
選択。

● メモリ地点のリストは、“ソート 
/ 絞り込み” を選択することで以
下の並べ方をすることができま
す。

･ 登録順：メモリ地点の登録順
･ 名称順：50音順※

･ マーク順：マークの種類別
･ グループで絞る：設定してあるグルー
プ別

※漢字を含む名称は文字コード順に表示
されるため、50音順に並ばないこと
があります。

メモリ地点を目的地に設定する
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ルート探索が終了すると、全ルート図表示画面になります。全ルート図表
示画面で、希望ルートの選択やルート情報を確認することができます。

案内道路情報を表示します。（P.79）
一番最初に一般道路から有料道路に入る ICの名称を下に、一番最後に
有料道路から一般道路に出る ICの名称を上に表示します。

･ 出入口 IC を指定することができます。（P.97）

目的地までに通るすべての有料道路の距離を表示します。
･ 有料道路を通らないときは、利用する主な道路の種類が表示されます。

目的地までに通るすべての有料道路の料金を表示します。
･ 有料道路を通らないときは、利用する主な道路の距離が表示されます。
･ 目的地案内開始後に全ルート図表示画面を表示したときは、現在地から目的地までに
通る残りの有料道路の料金を表示します。

出発地点から目的地までの距離を表示します。
目的地案内を開始します。（P.80）目的地案内中は、現在地画面に
戻ります。
5ルートとは別の様々なルート探索パターンから希望のルートを選択
します。※（P.181）

全ルート図表示について

全ルート表示画面

A

B

C

D

E

F

G
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･ 目的地案内開始後は表示されません。
※T-Connect ナビキット装着車

ルート変更画面を表示します。（P.92）
条件の異なる5つのルートから希望のルートを選択します。
（P.79）

･ 目的地案内開始後は表示されません。

デモンストレーションを開始します。（P.78）
表示されているルートの自車位置から目的地までの距離を表示します。

･ ルートからはずれたときは、目的地までの直線距離を表示します。

目的地への到着予想時刻を表示します。
･ ルートからはずれたときは、目的地方向マークを表示します。
･ 目的地を複数設定しているときは、各目的地までの到着予想時刻・残距離に切り替え
ることができます。

知識

●トヨタスマートセンターから配信され

るルートには が表示されます。

（P.181）

●全ルート図が表示されたあ
と、“MAP”スイッチを押す、または
走行を開始して約3秒以上経過したと
きは、自動的に目的地案内を開始しま
す。（P.80）

●目的地案内開始後にも全ルート図表示
画面を表示することができます。
（P.22）

●探索されるルートは目的地周辺までの
参考ルートです。必ずしも最短ルート・
早く行けるルート・渋滞していない
ルートではありません。

●料金は設定した車両情報（P.126）
から計算していますが、通行料金の変
更などにより、実際の料金と異なるこ
とがあります。

●到着予想時刻は設定した平均車速
（P.118）から計算しているため、走
行条件などにより、多少の誤差が生じ
ることがあります。

●交通規制（常時進入禁止、時間による
進入禁止など）区間を通らないと目的
地に行けないようなときは、ルート上

の規制箇所に が表示されることがあ

ります。

●地図データには中央分離帯の情報が収
録されていないものがあります。その
ため、探索されるルートは中央分離帯
を考慮したものではないことがありま
す。

●ルート上を長押しすることで通過する
道路を指定することができます。
（P.98）

H

I

J

K

L
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ルートの表示は、次の4種類あり
ます。

ここでは、初期設定の表示色（青
色）で説明しています。

知識

●ルートの表示色の設定を変更すること
ができます。（P.116）

●現在地または目的地周辺では、幅5.5m
未満の道路を通るルートも探索します。

●交通規制（一方通行など）や道幅が狭
いなどの理由により、通行できない
ルートが探索されることがあります。
必ず、実際の交通規制にしたがうとと
もに、道路状況に即した運転を心がけ
てください。

ルート探索終了後、目的地案内を
開始する前に、目的地案内のデモ
を見ることができます。
1 全ルート図表示画面（P.76）
で“デモ”を選択。

● デモの表示速度を変更するときは
“低速”、“中速”または
“高速”を選択します。

● デモを終了するとき
は、“MAP”スイッチを押す、
または走行します。

知識

●目的地案内を開始したあとは、デモを
見ることはできません。

ルートの表示について

表示色 内容

青色

（ ）

目的地を1カ所、または複数
設定しているときの現区間
（次の目的地まで）の表示

白色

（ ）

目的地を複数設定していると
きの現区間（次の目的地ま
で）以外の表示

水色

（ ）
幅5.5m未満の道路表示

橙色

（ ）
季節規制区間の表示
（P.123）

デモンストレーション（デモ）
を見る
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ルート探索終了後、ルート情報
（道路名称・距離・料金・通過予想
時刻）を表示させることができま
す。
1 全ルート図表示画面（P.76）
で“情報”を選択。

2 ルート情報画面が表示される。

● 入口 IC・出口 IC・JCT・目的地・
道路の種別の変わり目などでルー
トを分割して表示します。

● 分割されたそれぞれのルートは、
道路名称・距離・有料道路の料
金・分割された地点への通過予想
時刻が表示されます。それぞれの
地点の地図を表示するときは、
“地図”を選択します。

● 現在地がルート上にあるときは、
ルート情報画面に自車位置マーク
が表示されます。

知識

●現在地がルート上にない（ルートから
はずれた）ときは、ルートが表示され
ている地点からの情報が表示されます。

一般道路を優先したルートや距離
の短さを優先したルートなどの、
5つのルートが5色に色分けされ
て表示されます。
1 全ルート図表示画面（P.76）
で“5ルート”を選択。

2 表示したいルート名称を選択。
● 選択したルートの全ルート図表示
画面が表示されます。

一般的なルートで案内します。
有料道路を優先して案内しま
す。
一般道路を優先して案内しま
す。
距離の短いルートで案内しま
す。
他の4つのルートとは別のルー
トで案内します。

● トヨタスマートセンターから配信
されるルートには が表示され
ます。

● “全行程一覧”を選択すると、5
つのルートの目的地までの距離・
有料道路の距離・料金・所要時間
が表示されます。

ルート情報を表示する（案内
道路情報）

5つのルートから希望のルー
トを選ぶ

A

B

C

D

E
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知識

●以下のときは、5ルートを表示できませ
ん。

･ 目的地を複数設定しているとき
･ 通過する地点（IC・通過道路）を指定
しているとき

･ 目的地案内開始後

1 全ルート図表示画面（P.76）
で“案内開始”を選択。

知識

●全ルート図が表示されたあ
と、“MAP”スイッチを押す、または
走行を開始して約3秒以上経過したと
きは、自動的に目的地案内を開始しま
す。

1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “ナビ”を選択。
4 “案内中止”を選択。
● 再開するときは、“案内再開”を
選択します。

知識

●目的地案内を中止しても、目的地は消
去されません。

目的地案内の開始／中止

目的地案内を開始する

目的地案内を中止する
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目的地案内中で、現在地がルート
上にあるとき、分岐する交差点に
近づくと、レーンリスト図
（P.81）または交差点拡大図
（P.82）に切り替わります。

分岐する交差点の手前（約700m
以内）では、レーンリスト図を表
示させることができます。
レーンリスト図は、走行する交差
点の名称とレーンを4つまで表示
させることができ、走行を推奨す
るレーンが青色で表示されます。

レーンリスト図を解除するときは、
を選択します。

知識

●レーンリスト図が表示されていても、
分岐する交差点の約300m手前では、
交差点拡大図（P.82）が自動的に表
示されます。

※T-Connect ナビキット装着車

高精度レーンリストでは、実際の
車線状況に応じたレーンリスト
（右側・左側車線の増減を画面にそ
のまま反映したもの）が表示され
ます。

レーンリスト図を解除するときは、
を選択します。

ルート案内について

ルート案内中は、交差点や分岐
点など、ポイントとなる地点で
は音声や画面でわかりやすく案
内します。

案内画面について

レーン（車線）リスト図の表
示／解除

警告
●レーン案内はあくまでも補助機能で
す。
案内を過信せず、常に道路標識・標
示や道路状況に注意し、安全運転に
心がけてください。

レーンリスト

高精度レーンリスト※
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知識

●高精度レーンリストを表示できる地域
について
2018年 11月時点の東京23区・政
令指定都市※1・中核市※2における
片側3車線以上の道路

※1京都市、福岡市、静岡市、横浜市、神
戸市、広島市、堺市、大阪市、北九州
市、仙台市、新潟市、名古屋市、札幌
市、千葉市、 浜松市、川崎市、さいた
ま市、岡山市、相模原市、熊本市

※2宇都宮市、長崎市、旭川市、東大阪
市、金沢市、大分市、松山市、富山市、
岐阜市、豊田市、横須賀市、函館市、
姫路市、福山市、奈良市、下関市、高
知市、倉敷市、青森市、宮崎市、川越
市、鹿児島市、いわき市、船橋市、秋
田市、長野市、郡山市、豊橋市、岡崎
市、和歌山市、高松市、高槻市、盛岡
市、柏市、西宮市、久留米市、尼崎市、
前橋市、大津市、高崎市、豊中市、那
覇市、枚方市、越谷市、八王子市、呉
市、佐世保市、福島市、川口市、八尾
市、明石市、鳥取市、松江市、山形市、
福井市、甲府市、寝屋川市、八戸市

※2022年 1月時点のものであり、変更
される場合があります。

分岐する交差点に近づくと、交差
点案内が行われます。また、分岐
する交差点の約300m手前では、
交差点拡大図が表示されます 。
 分岐しない交差点

通過・分岐する交差点のレーン
が表示されます。

･ 走行を推奨するレーンが青色で表示さ
れます。

通過・分岐する交差点の名称が
表示されます。

 分岐する交差点（交差点拡大図）

通過・分岐する交差点に表示さ
れます。
通過・分岐する交差点の名称が
表示されます。
通過・分岐する交差点のレーン
が表示されます。

･ 走行を推奨するレーンが青色で表示さ
れます。

交差点拡大図について

A

B

A

B

C
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交差点までの距離が表示されま
す。

･ 交差点に近づくとともに 画面右側に表
示されている青色のゲージが短くなり
ます。

交差点までの距離が表示されま
す。

 分岐する交差点（3D交差点拡大
図）

通過・分岐する交差点に表示さ
れます。
通過・分岐する交差点の名称が
表示されます。
通過・分岐する交差点のレーン
が表示されます。

･ 走行を推奨するレーンが青色で表示さ
れます。

交差点までの距離が表示されま
す。

･ 交差点に近づくとともに 画面右側に表
示されている青色のゲージが短くなり
ます。

交差点までの距離が表示されま
す。

知識

●交差点拡大図の3D表示する／しないを
設定できます。（P.118）

●地図データに情報のない交差点では、
レーン表示・交差点名称表示は行われ
ません。

●レーン表示・交差点名称表示が実際の
交差点と異なることがあります。

●目的地案内開始直後は、交差点案内が
行われない場合があります。

●交差点拡大図表示は、遅れたり早くな
ることがあります。

●次の分岐する交差点が近いときは、続
けて交差点拡大図が表示されます。

●交差点拡大図が表示されているとき、
レーン表示・交差点名称表示は分岐す
る交差点のものが表示され、分岐する
交差点より手前の交差点案内は行われ
ません。

●交差点拡大図上の残距離とマルチイン
フォメーションディスプレイ表示上の
残距離は異なることがあります。（対応
システム装着車のみ）

●ナビ画面上とマルチインフォメーショ
ンディスプレイ上の交差点拡大図の表
示は異なります。（対応システム装着車
のみ）

D

E

A

B

C

D

E
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分岐する交差点までの距離が短く、
複数回車線変更が必要な場合に表
示されます。

知識

●地図データに情報のある地点で表示し
ます。

目的地案内中の分岐をわかりやす
くするために、交差点手前の景観
にあわせた立体的な拡大図が表示
されることがあります。
 都市高速 IC 入口

 立体交差点

 リアル交差点※

 側道案内※

拡大図表示を解除するときは、 
を選択します。拡大図に戻すと

きは、“MAP”スイッチを押しま
す。
※T-Connect ナビキット装着車

知識

●地図データに情報のある地点で表示さ
れます。

●リアル交差点拡大図は、都市部の交差
点で分岐が分かりづらい交差点で表示

連続車線変更案内について

立体的な拡大図の表示／解除
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されます。

全ルート図表示画面（P.76）と
目的地案内中の現在地画面で、現
在地がルート上にあるとき、到着
予想時刻を表示させることができ
ます。

● 2ヵ所以上目的地を設定している
ときは、到着予想時刻表示を選択
すると到着予測時刻画面へ切り替
えることができます。

知識

●到着予想時刻は設定した平均車速
（P.118）から計算しているため、走
行条件などにより、多少の誤差が生じ
ることがあります。

●ルートからはずれたときは、目的地方

向マーク（ ）になります。

2ヵ所以上目的地を設定しているとき
は、目的地方向マークを選択すると直
線距離画面へ切り替えることができま
す。

●到着予想時刻の表示（アナログ／デジ
タル）を設定できます。（P.119）

目的地案内中の現在地画面で、料
金通知がある場合、地図左上に料
金が表示され、音声案内されます。

知識

●地図データに情報のない料金所では、
料金案内は行われません。

●料金は設定した車両情報（P.126）
のナンバープレートの分類番号から計
算していますが、通行料金の変更など
により、実際の料金と異なることがあ
ります。

●有料道路と一般道路が並行している場
合などは、有料道路上の自車位置が一
般道路へずれることがあります。この
とき再探索が行われると、実際と異な
る料金が案内されることがあります。

到着予想時刻について

料金案内について
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1 地図表示中に“表示変更”を
選択。

2 “全ルート”を選択。
● 全ルート図表示画面については、
「全ルート図表示について」
（P.76）をご覧ください。

目的地を設定しているときに、現
在地から目的地までの全ルートを、
現在地を画面の中心にした縮尺に
切り替えることができます。

1 または を選択。

2 スケールバーの を選択。

● 現在地と目的地の位置によって
は、全ルートを表示できないこと
があります。

目的地を複数設定しているとき、
目的地ごとの到着予想時刻・残距
離表示に切り替えることができま
す。
1 到着予想時刻・残距離表示を選
択。

● 目的地が2カ所以上のときは、選
択すると各目的地までの到着予想
時刻・残距離表示画面に切り替わ
ります。

2 表示させたい目的地までの到着
予想時刻・残距離表示を選択。

知識

●状況により目的地までの表示が異なり
ます。
･ 現在地がルート上にあるときは、到着
予想時刻と表示されているルートを
通っての距離を表示します。
･ ルートからはずれたときは、目的地の
方向と直線距離を表示します。

全ルート図を表示する

全ルート図表示縮尺を切り替
える

到着予想時刻・残距離表示を切
り替える
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交差点や分岐点、通過点、イン
ターチェンジの入口、出口、ジャ
ンクション、目的地に近づくと、
自動で残りの道のりと曲がる方向
などを音声で案内します。

知識

●音声案内の例は一般的なものであり、
道路の接続状況などにより異なった音
声案内が出力されることがあります。

●自車位置が正確に特定できないときな
どに、音声案内が出力されなかったり、
まれに遅れたり、誤った音声案内が出
力されることがあります。

●地図データに情報のある地点で案内さ
れます。

●音声案内の音量は調節することができ
ます。（P.89）

●“MAP”スイッチを押すと、音声案内
が出力されます。

700m手前
「ポーン およそ700m先 ○○を
右方向です」
300m手前
「ポーン およそ300m先 ○○を
右方向です」
100m手前
「ポーン まもなく右方向です」
交差点直前
「右方向です 」

● ○○（道路名称や交差点名称、目
印など）は、情報のある地点のみ
案内されます。

 信号機案内の例
「ポーン およそ 300m先 次の信
号を右方向です」
「ポーン 次の信号を右方向です」
「ポーン 2つ目の信号を右方向で
す」

知識

●信号機案内は、以下のようなとき出力
されない場合があります。
･ 信号機のある交差点を走行していると
き
･ 分岐する交差点までの距離が短いとき
･ 分岐する交差点までの間に別の信号機
があるとき

 目印案内の例
リアル交差点（P.84）を表示し
たときに音声案内されます。
「ポーン まもなく右方向 高架を登
ります」

「ポーン まもなく右方向です
その先 高速道路です」
「ポーン この先 料金所です」

音声案内について

目的地案内中の音声案内の例

分岐交差点手前

有料道路への進入時
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連続車線変更案内（P.84）を表
示したときに音声案内されます。
「ポーン すぐに左に車線変更が必
要です」

「実際の交通規制や道幅に注意して
走行してください」

1km手前
「およそ1km先、右（左）方向〇
〇方面です
右（左）側1車線を走行してくだ
さい」
500m手前
「まもなく右（左）方向、〇〇方面
です
右（左）側1車線を走行してくだ
さい」

1km手前
「およそ1km先、右（左）方向〇
〇方面です
車線変更禁止区間にご注意くださ
い」
500m手前
「まもなく右（左）方向、〇〇方面
です
車線変更禁止区間にご注意くださ
い」

知識

●首都高速の車線変更禁止区間案内は、
車線変更禁止区間の端までの距離が短
いとき出力されない場合があります。

「ポーン まもなく目的地です」

「ポーン 目的地は右（左）側にあ
ります」
音声案内はあくまでも参考と して
ください。

目的地周辺では、幅5.5m未満の
道路（細街路）を通るルートも音
声案内を行います。

知識

●細街路での音声案内をする／しないを
設定できます。（P.120）

●実際の入り口（玄関、駐車場など）と
異なる場所に案内される場合がありま
す。

●出発地点が幅5.5m未満の道路にある場
合、幅5.5m以上の道路までは、音声
案内を行いません。

●交通規制（一方通行など）や道幅が狭
いなどの理由により、通行できない
ルートが案内されることがあります。

連続車線変更案内時

幅5.5m未満の道路への進入時

首都高速の車線変更案内時

首都高速の車線変更禁止区間案内
時

目的地周辺に到着したときの
音声案内の例

目的地の手前

目的地の直前

幅5.5m未満の道路での音声
案内について
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ナビゲーション画面から他モード
の画面（情報画面など）に切り替
えたときでも、音声案内を出力さ
せることができます。

知識

●他モードに切り替えたときに音声案内
のする／しないを設定できます。
（P.120）

●音声案内が出力されていないときも、
目的地案内は継続して行われます。

1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “ナビ”を選択。
4 “音量設定”を選択。
5 各項目を設定する。

設定したい音量を選択。
音声をOFFにします。
高速走行時、自動的に音量を大
きくします。

知識

●高速走行時、自動的に音量を大きくす
る設定にしているときは、車速が約
80km/h 以上になると、設定した音量
が自動的に上がります。（車速が約
70km/h 以下になると、もとの音量に
復帰します。）

●ETC音声も連動します。（対応システム
装着車のみ）

他モードでの音声案内につい
て

音声案内の音量を設定する

A

B

C
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ルートからはずれたときに、自動
的に再探索させることができます。
再探索されるルートは、ルートか
らはずれたときの状況により異な
ります。

知識

●現在地と次の目的地の間に IC・通過道
路が指定されているときは、現在地か
ら指定されている IC・通過道路の間で、
ルートが探索されます。

●自動再探索は、目的地案内中にルート
からはずれたときで、かつ道路を走行
していると判断されたときのみ行われ
ます。

目的地案内中（ルートからはずれ
たときも含む）の現在地画面を表
示させているときに、ルートの再
探索をすることができます。
1 “MAP”スイッチを押す。
2 “再探索”を選択。

3 再探索する項目を選択。

● “次の 消去”

現在地の次の目的地を消去して、再探索
をする。

● “ 全ての 消去”

全ての目的地を消去する。

● “次の 解除”

現在地の次の通過道路（ ）を解除し

て、再探索をする。ICを指定している場

合、“指定 解除”を選択すると IC

の指定を解除して、再探索をする。

● “推奨”

ルートの再探索

案内中のルートに目的地の追加
などを設定したり、探索条件を
変更して、ルートを再探索する
ことができます。

ルートを自動で再探索する

ルートの再探索方法を選ぶ
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現在地から次の目的地※1の間で、一般
的なルートを探索する。

● “有料優先”

現在地から次の目的地※1の間で、有料
道路を優先してルートを探索する。

● “一般優先”

現在地から次の目的地※1の間で、一般
道路を優先してルートを探索する。

● “距離優先”

現在地から次の目的地※ 1 の間で、距離
の短いルートを探索する。

● “別ルート”

現在地から次の目的地※1の間で、選ば
れているルートとは別のルートを探索す
る。

● “ルート変更”
ルート変更画面を表示する。P.92

● “周辺迂回”※2

現在地周辺で、探索されたルートの迂回
路を探索する。（探索されたルートが工事
中で通れないときなどに使用します。）

● “有料道から探索”/“一般道か
ら探索”※3

有料道路と並行している一般道路を走行
中に、有料道路の方がルート表示されて
いる、またはその逆のときに、もう一方
の道路からルートを探索する。

● “回避ルート探索”※4

気象・災害情報エリアを回避するルート
を探索する。
※1現在地と次の目的地の間に IC・通過
道路を指定しているときは、現在地か
ら指定されている IC・通過道路の間
で、ルートを探索します。

※2ルートからはずれたときは表示されま
せん。

※3有料道路と一般道路が並行している場
所のように、案内可能な別の道路があ
るときのみ表示されます。また、ルー
トからはずれたときは表示されませ
ん。

※4目的地案内中に気象・災害情報を受信
したときのみ表示されます。

知識

●「◯◯優先」というのは、ルート探索の
ひとつの条件にすぎません。遠まわり
になるようなときは、“有料優先”を
選択しても有料道路を利用しないルー
トが探索されたり、有料道路を通らな
いと目的地に行けないようなとき
は、“一般優先”を選択しても有料道
路を利用するルートが探索されること
があります。

●道路形状により再探索されないことや、
条件を変更しても同じルートが探索さ
れることがあります。

●ルートを大きくはずれて走行したとき
は、走行していたルートへ戻るルート
ではなく、設定している目的地または
指定している IC・通過道路に向かう
ルートが再探索されます。
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■ 再探索画面から表示する
1 “MAP”スイッチを押す。
2 “再探索”を選択。
3 “ルート変更”を選択。

4 希望の項目を選択。
■ 設定・編集画面から表示する
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “ナビ”を選択。
4 “ルート変更”を選択。

5 希望の項目を選択する。

■ 全ルート図表示画面から表示す
る

1 全ルート図表示画面（P.76）
で“ルート変更”を選択。

2 希望の項目を選択する。

ルートを変更する

ルートを探索した後、目的地を
追加したり、乗り降りするイン
ターチェンジ（IC）や通過する
道路の指定などルートを変更す
ることができます。

ルート変更画面を表示する
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目的地の追加（P.94）
目的地の消去（P.95）
目的地の並び替え（P.95）
出入口 ICの指定・解除
（P.97）
通過道路の指定（P.98）
通過道路の修正（P.99）
通過道路指定の解除
（P.100）
探索条件の変更（P.93）
スマート IC考慮のON/OFF
季節規制区間の迂回ルート探索
（P.101）

● “スマートIC考慮”をON に設定
すると、目的地周辺や現在地周辺
に適当なスマート ICがある場合
は、スマート ICを通るルートが
探索されます。適当なスマート IC
がない場合は、通常の ICを通る
ルートが探索されます。

目的地を複数設定、または通過道
路を指定しているときは、それぞ
れの区間で探索条件を選択するこ
とができます。
1 次のいずれかの操作でルート変
更画面を表示する：

● “MAP” スイッチ  “再探索” 
 “ルート変更” の順に選択。

● “MENU” スイッチ  “ 設定・
編集”  “ ナビ”  “ ルート
変更” の順に選択。

● 全ルート図表示画面で “ルート変
更”を選択。

2 “探索条件変更”を選択。
3 それぞれの区間の探索条件
（ルート名称）“探索開始”
の順に選択。

知識

●探索条件の特徴については、「ルートの
再探索方法を選ぶ」（P.90）をご覧
ください。

●最初の目的地までの区間のみ、「別ルー
ト」が表示されます。

ルート変更画面

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

探索条件を変更する
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目的地を設定したあと、さらに追
加して目的地を設定することがで
きます。
1 次のいずれかの操作でルート変
更画面を表示する：

● “MAP” スイッチ  “再探索” 
 “ ルート変更” の順に選択。

● “MENU” スイッチ  “設定・
編集” “ ナビ” “ルート
変更” の順に選択。

● 全ルート図表示画面で “ルート変
更”を選択。

2 目的地・通過目的地の“追加”
を選択。

3 目的地の検索方法を選び、目的
地に設定する場所を検索する。
（P.59）
4 “目的地セット”を選択。

● の位置に目的地が 記号で表
示されます。

● ここまでの操作は、目的地の設定
と同じ方法で追加することもでき
ます。（P.71）

5 目的地を追加する区間の“設
定”を選択。

● ルート変更画面に戻ったとき
は、“探索開始”を選択します。
さらに追加して目的地を設定する
ときは、“追加”を選択します。

（手順 3の画面へ）

知識

●10カ所まで追加することができます。

●1/8 万図より詳細な地図で、目的地の
設定をすることができます。

●目的地を設定した地図の地点は、自動
的に記憶され、目的地の設定のときな
どに、地図を呼び出すことができます。
記憶できる件数をこえると、古いもの
から自動的に消去されますが、不要な
目的地履歴を選択して消去することも
できます。（P.126）

● IC・通過道路（P.97）を指定してい
るときは、目的地を追加すると、指定
されている地点によって、IC・通過道
路の指定が解除されることや、不適切
なルートが探索されることがあります。

目的地を追加する
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1 次のいずれかの操作でルート変
更画面を表示する：

● “MAP” スイッチ  “再探索” 
 “ ルート変更” の順に選択。

● “MENU” スイッチ “設定・
編集”  “ ナビ” “ルート
変更” の順に選択。

● 全ルート図表示画面で “ルート変
更”を選択。

2 目的地・通過目的地の“並び
替え”を選択。

● IC・通過道路（P.97）を指定
しているときは、メッセージが表
示されます。“はい”を選択す
ると、指定されている地点によっ
て、IC・通過道路の指定が解除さ
れることや、不適切なルートが探
索されることがあります。

3 順番を変更したい目的地を選
択。

4 “上に移動”または“下に移
動”を選択。

● 選択した目的地を上または下に移
動させて並び替えます。

5 “完了”を選択。
● ルート変更画面に戻ったとき
は、“探索開始”を選択します。

次の方法で、目的地を消去するこ
とができます。
● ルート変更画面から消去する
（P.95）

● 目的地画面から消去する
（P.96）

● 地図画面から消去する（P.96）

知識

●すべての目的地を消去すると、目的地
案内を再開させることはできません。
目的地案内を行わせるには再度、目的
地を設定してください。

●複数目的地を設定し、IC・通過道路
（P.97）を指定しているときは、目
的地を消去すると、指定されている地
点によって IC・通過道路の指定が解除
されることや、不適切なルートが探索
されることがあります。

●複数目的地を設定時に中間の目的地を
削除すると、前ルートの探索条件で
ルート探索されます。

■ ルート変更画面から目的地を消
去する

1 次のいずれかの操作でルート変
更画面を表示する：

● “MAP” スイッチ “再探索” 
 “ルート変更” の順に選択。

● “MENU” スイッチ“設定・
編集” “ ナビ”“ルート変
更” の順に選択。

● 全ルート図表示画面で “ルート変
更”を選択。

2 目的地・通過目的地の“消去”
を選択。

目的地の順番を並び替える 目的地を消去する
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3 消去したい目的地を選択。

● 全ての目的地を消去する場合
は、“全消去”を選択します。

4 “はい”を選択。
● ルート変更画面に戻ったとき 
は、“探索開始”を選択します。

■ 目的地画面から目的地を消去す
る

1 “MENU”スイッチを押す。
2 “目的地”を選択。
3 “目的地消去”を選択。
4 消去したい目的地を選択。

● 全ての目的地を消去する場合
は、“全消去”を選択します。

5 “はい”を選択。
● ルート変更画面に戻ったとき
は、“探索開始”を選択します。

■ 地図画面から目的地を消去する
1 地図上の消去したい目的地を選
択。

2 “情報”を選択。

3 “消去”を選択。
4 “はい”を選択。
● ルート変更画面に戻ったとき
は、“探索開始”を選択します。
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目的地を設定したあと、全ルート
図表示画面に表示されている出口
IC・入口 IC を 1カ所ずつ指定す
ることができます。
1 全ルート図表示画面（P.76）
またはルート変更画面
（P.92）を表示する。
2 “（IC 名称表示）”を選択。
3 左画面で指定する場合は、指定
したい IC付近に地図を動か
し、“探索開始”を選択。
右画面で指定する場合は、 ・

または“次路線”を選択
して IC を切り替え、指定した
い IC名称“探索開始”の
順に選択。

● “次路線”はJCTがあり分岐する
ときのみ表示されます。

● ルート変更画面に戻ったとき
は、“探索開始”を選択します。

知識

●スマート IC（ETC専用インターチェン
ジ）を選択することもできます。
このとき、ETC2.0 ユニットの有無、
規制情報などは考慮されませんので、
事前にご確認の上、注意して走行して
ください。

1 全ルート図表示画面（P.76）
またはルート変更画面
（P.92）を表示する。
2 “（IC名称表示）”を選択。
3 “出口解除”または“入口解
除”を選択。

出入口 IC（インターチェンジ）
を指定する

ICの指定を解除する
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目的地を設定したあと、通過する
道路を指定することができます。

知識

●5カ所まで指定することができます。

● IC を指定しているとき（P.97）、通
過道路を指定すると、指定されている
地点によって、指定が解除されること
や、不適切なルートが探索されること
があります。

■ ルート変更画面から指定する
1 次のいずれかの操作でルート変
更画面を表示する：

● “MAP” スイッチ  “再探索” 
 “ ルート変更” の順に選択。

● “MENU” スイッチ  “設定・
編集” “ ナビ”  “ ルート
変更” の順に選択。

● 全ルート図表示画面で “ルート変
更”を選択。

2 通過点（通過道路指定）の
“指定”を選択。

3 通過道路を指定する位置に地図
を動かし、“通過道路セット”
を選択。

4 “セット”を選択。

● 通過道路が 記号で指定されま
す。

● 希望の通過道路でないときは、
“次候補”を選択します。

● 目的地を複数設定しているとき、
または IC・通過道路を指定してい
るときは、通過道路を指定する区
間の“設定”を選択します。

● ルート変更画面に戻ったとき
は、“探索開始”を選択します。

知識

●表示されている地図に道路情報が少な
いときは、“次候補”を選択しても、
道路が選べないことがあります 。

■ 全ルート図をタッチして指定す
る※1

※1T-Connect ナビキット装着車

1 全ルート図表示画面を表示す
る。（P.76）

2 ルート上を長押しすると、 記
号が表示されます。指定する位
置までスライド操作※2し、指
を離します。

● 全ルート図表示画面に戻ったとき
は、“案内開始” を選択します。

※2詳しくは、別冊「マルチメディア取扱
書」をご覧ください。

通過する道路を設定する

通過する道路を指定する
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■ ルート変更画面から修正する
1 次のいずれかの操作でルート変
更画面を表示する：

● “MAP” スイッチ  “再探索” 
 “ ルート変更” の順に選択。

● “MENU” スイッチ  “設定・
編集”  “ ナビ”  “ ルート
変更” の順に選択。

● 全ルート図表示画面で “ルート変
更”を選択。

2 通過点（通過道路指定）の
“修正”を選択。

3 通過道路を指定する位置に地図
を動かし、“通過道路セット”
を選択。

● 通過道路が複数指定されていたと
きは、道路または地名を選択しま
す。

4 “セット”を選択。

● 通過道路が 記号で指定されま
す。

● 希望の通過道路でないときは、
“次候補”を選択します。

● ルート変更画面に戻ったとき
は、“探索開始”を選択します。

知識

●表示されている地図に道路情報が少な
いときは、“次候補”を選択しても、

道路が選べないことがあります。

■ 全ルート図をタッチして修正す
る※1

※1T-Connect ナビキット装着車

1 全ルート図表示画面を表示す
る。（P.76）

2 修正したい 記号を長押しし、
指定する位置までスライド操
作※2 し、指を離します。

● 全ルート図表示画面に戻ったとき
は、“案内開始” を選択します。

※2詳しくは、別冊「マルチメディア取扱
書」をご覧ください。

通過する道路を修正する
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■ ルート変更画面から解除する
1 次のいずれかの操作でルート変
更画面を表示する：

● “MAP” スイッチ  “再探索” 
“ルート変更” の順に選択。

● “MENU” スイッチ  “設定・
編集”  “ ナビ”  “ ルート
変更” の順に選択。

● 全ルート図表示画面で “ルート変
更”を選択。

2 通過点（通過道路指定）の
“解除”を選択する。

3 “はい”を選択。
● 通過道路が複数指定されていたと
きは、道路または地名を選択しま
す。

● すべての通過道路指定を解除する
ときは、“全解除”“はい”
の順に選択します。

● ルート変更画面に戻ったとき
は、“探索開始”を選択します。

■ 全ルート図をタッチして解除す
る※1

※1T-Connect ナビキット装着車

1 全ルート図表示画面を表示す
る。（P.76）

2 解除したい 記号を長押しし、

までスライド操作※2し、
指を離します。

● 全ルート図表示画面に戻ったとき
は、“案内開始” を選択します。

※2詳しくは、別冊「マルチメディア取扱
書」をご覧ください。

通過する道路指定を解除する
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1 次のいずれかの操作でルート変
更画面を表示する：

● “MAP” スイッチ  “再探索” 
 “ ルート変更” の順に選択。

● “MENU” スイッチ  “設定・
編集” “ ナビ” “ルート
変更” の順に選択。

● 全ルート図表示画面で “ルート変
更”を選択。

2 “季節規制回避”を選択。

知識

●“季節規制回避”または“季節規制通
過”は、季節規制区間を通るルートが
探索されたときのみ表示されます。

●規制区間を通らないと目的地に行けな
いようなとき（規制区間内に目的地・
通過道路が設定・指定されているとき
など）は、“季節規制回避”を選択し
ても、規制区間を利用するルートが探
索されることがあります。

季節規制区間の迂回ルートを探
索する
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1-6. 地点の登録

1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “ナビ”を選択。
4 “メモリ地点登録・編集”を
選択。

5 希望の項目を選択する。

自宅の登録と編集を行う。
（P.102）
特別メモリの登録と編集を行
う。（P.104）
メモリ地点の登録と編集を行
う。（P.105）

迂回メモリの登録と編集を行
う。（P.107）

知識

●1/8 万図より詳細な地図で登録するこ
とができます。（現在地画面（地図画
面）から登録するときを除く）

●登録する場所、地図の呼び出し方法に
よっては名称、電話番号も同時に表示
されることがあります。

自宅を登録すると、目的地検索画
面で“自宅に帰る”を選択する
だけで、自宅までのルート探索が
できます。
1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ “ 設定・
編集” “ ナビ” “ メモリ
地点登録・編集” の順に選択。

2 “自宅”を選択。
3 “登録”を選択。
4 目的地の検索方法を選び、目的
地に設定する場所を検索する。
（P.59）
5 “セット”を選択。
6 “完了”を選択。

知識

●上記以外の方法でも登録することがで
きます。（P.74）

メモリ地点を登録する

検索した目的地をメモリ地点に
登録することができます。

あらかじめメモリ地点に登録し
ておくと、

● 地図にマークで表示されます。
● 近づいたときに音が鳴るように
することができます。

● 目的地の設定のときなどに、簡
単な操作で地図を呼び出すこと
やルート探索を開始することが
できます。（P.59）

メモリ地点登録・編集画面を表
示する

A

B

C

自宅を登録する

D

DOP_NAVI_J.book  102 ページ  ２０２２年１月１１日　火曜日　午前１１時９分



103

1

MEU owner's manual

1-6. 地点の登録
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集” “ ナビ”“メモリ地
点登録・編集” の順に選択。

2 “自宅”を選択。
3 “修正”を選択。
4 自宅修正画面で各項目を修正す
る。

● 修正・入力方法については次の
ページをご覧ください。

･ マーク（P.110）
･ 地図への名称表示（P.111）
･ 名称（P.110）
･ 名称読み（P.111）
･ 位置（P.111）
･ 電話番号（P.111）
5 “ 完了”を選択。

知識

●地図画面からでも、自宅の修正をする
ことができます。詳しくは、「地図画面
から表示する」（P.109）をご覧くだ
さい。

1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ “ 設定・
編集” “ ナビ” “ メモリ
地点登録・編集” の順に選択。

2 “自宅”を選択。
3 “消去”を選択。
4 “はい”を選択。

知識

●地図画面からでも、自宅の消去をする
ことができます。詳しくは、「メモリ地
点を消去する」（P.107）をご覧くだ
さい。

自宅を修正する 自宅を消去する
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特別メモリとは、走行中でも呼び
出すことが可能なメモリ地点です。
5カ所まで登録することができま
す。
1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ “設定・
編集” “ ナビ” “メモリ
地点登録・編集” の順に選択。

2 “特別メモリ”を選択。
3 “登録”を選択。
4 目的地の検索方法を選び、目的
地に設定する場所を検索する。
（P.59）
5 “セット”を選択。
6 未登録の番号を選択。
● 特別メモリを差し替えたいとき
は、差し替えたい特別メモリ
“はい”の順に選択します。

7 “完了”を選択。

知識

●設定されていない特別メモリがある場
合は“目的地”設定画面（P.74）
の特別メモリ（未登録）からも設定で
きます。

1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ “ 設定・
編集” “ ナビ” “ メモリ
地点登録・編集” の順に選択。

2 “特別メモリ”を選択。
3 “修正”を選択。
4 修正したい特別メモリを選択。
5 特別メモリ修正画面で各項目を
修正する。

● 修正・入力方法については次の
ページをご覧ください。

･ マーク（P.110）
･ 地図への名称表示（P.111）
･ 名称（P.110）
･ 名称読み（P.111）
･ 位置（P.111）
･ 電話番号（P.111）
6 “完了”を選択。

知識

●地図画面からでも、特別メモリの修正
をすることができます。詳しくは、「地
図画面から表示する」（P.109）をご
覧ください。

特別メモリを登録する 特別メモリを修正する
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1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集” “ ナビ”“メモリ地
点登録・編集” の順に選択。

2 “特別メモリ”を選択。
3 “消去”を選択。
4 消去したい特別メモリを選択。
5 “はい”を選択。
● すべての特別メモリを消去すると
きは、“全消去”“はい”の
順に選択します。

知識

●地図画面からでも、特別メモリの消去
をすることができます。詳しくは、「メ
モリ地点を消去する」（P.107）をご
覧ください。

 設定・編集画面から登録する
1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ “ 設定・
編集” “ ナビ”“メモリ地
点登録・編集” の順に選択。

2 “メモリ地点”を選択。
3 “登録”を選択。
4 目的地の検索方法を選び、目的
地に設定する場所を検索する。
（P.59）
5 “セット”を選択。

6 “完了”を選択。
 地図画面から登録する
1 地図表示中、登録したい位置に
地図を動かし“地点登録”を
選択。

特別メモリを消去する メモリ地点を登録する
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 設定・編集画面から修正する
1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ “設定・
編集” “ ナビ” “メモリ
地点登録・編集” の順に選択。

2 “メモリ地点”を選択。
3 “修正”を選択。
4 修正したいメモリ地点を選択。
5 メモリ地点修正画面で各項目を
修正する。

● 修正・入力方法については次の
ページをご覧ください。

･ マーク（P.110）
･ 地図への名称表示（P.111）
･ 名称（P.110）
･ 名称読み（P.111）
･ 位置（P.111）
･ 電話番号（P.111）
･ グループ（P.112）
6 “完了”を選択。
 地図画面から修正する
1 地図表示中、修正したいメモリ
地点にカーソルを合わせて
“情報”を選択。

2 “修正”を選択。
3「設定・編集画面から修正する」
（P.106）手順 5以降と同じ
操作をする。

知識

●“ソート / 絞り込み”“グループで
絞る”を選択すると、メモリ地点を指
定したグループで絞り込むことができ
ます。絞り込みを解除したいとき
は、“絞り込み解除”を選択します。

●メモリ地点のリストは、“ソート / 絞
り込み”を選択することで以下の並べ
方をすることができます。
･ “登録順”：メモリ地点の登録順
･ “名称順”：50音順※

･ “マーク順”：マークの種類別

●地図呼び出し画面のメモリ地点検索で
も、グループで絞り込むことができま
す。（P.75）

※漢字を含む名称は文字コード順に表示
されるため、50音順に並ばないことが
あります。

メモリ地点を修正する
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 設定・編集画面から消去する
1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ “設定・
編集” “ ナビ”“メモリ地
点登録・編集” の順に選択。

2 “メモリ地点”を選択。
3 “消去”を選択。
4 消去したいメモリ地点を選択。
5 “はい”を選択。
● すべてのメモリ地点を消去すると
きは、“ソート / 絞り込み / 全消
去”“全消去” “はい”
の順に選択します。

 地図画面から消去する
1 地図表示中、消去したいメモリ
地点にカーソルを合わせて
“情報”を選択。

2 “消去”を選択。
3「設定・編集画面から消去する」
（P.107）手順 5以降と同じ
操作をする。

知識

●“ソート / 絞り込み / 全消去”“グ
ループで絞る”を選択すると、メモリ
地点を指定したグループで絞り込むこ
とができます。絞り込みを解除したい
ときは、“絞り込み解除”を選択しま
す。

●メモリ地点のリストは、“ソート / 絞
り込み / 全消去”を選択することで以
下の並べ方をすることができます。

･ “登録順”：メモリ地点の登録順
･ “名称順”：50音順※

･ “マーク順”：マークの種類別
※漢字を含む名称は文字コード順に表示

されるため、50音順に並ばないことが
あります。

工事や通行止め、よく渋滞する場
所などが分かっているとき、迂回
メモリとして登録しておくと、そ
のエリアを迂回するルートを探索
します。
1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ “ 設定・
編集”“ ナビ”“メモリ地
点登録・編集” の順に選択。

2 “迂回メモリ”を選択。
3 “登録”を選択。
4 目的地の検索方法を選び、目的
地に設定する場所を検索する。
（P.59）
5 “セット”を選択。
● 迂回範囲が黄色の四角で表示され
ます。

6 迂回範囲を （広くする）、ま

たは （狭くする）を選択して
設定し、“セット”を選択。

● ・ の間にある数値は迂回さ
せる範囲の一辺の距離になりま
す。

7 “完了”を選択。

メモリ地点を消去する

迂回メモリを登録する
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知識

●1/8万図より詳細な地図で登録するこ
とができます。

●迂回メモリ地点を通らないと目的地に
行けないようなときは、迂回メモリ地
点を通るルートが探索されることがあ
ります。

●登録する場所、地図の呼び出し方法に
よっては名称も同時に表示されること
があります。

●迂回範囲を最小にすると、 （迂回メモ

リ地点）に切り替えることができます。
高速道路（都市高速・有料道路を含む）
およびフェリー航路は、迂回範囲内に
設定しても迂回させることができませ
ん。迂回したいときは、迂回メモリ地
点を道路上に設定してください。

●迂回メモリ地点は専用のマーク（ ）

で表示され、マークを変更することは
できません。

1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ “ 設定・
編集”“ ナビ”“メモリ地
点登録・編集” の順に選択。

2 “迂回メモリ”を選択。
3 “修正”を選択。
4 修正したい迂回メモリ地点を選
択。

5 迂回メモリ修正画面で各項目を
修正する。

● 修正・入力方法については次の
ページをご覧ください。

･ 名称（P.110）
･ 地図への名称表示（P.111）
･ 位置（P.111）

● 登録した迂回メモリを解除したい
ときは、“無効”を選択します。

● 迂回エリアを変更したいとき
は、“迂回エリア変更”を選択
し、迂回範囲を （広くする）、

または （狭くする）を選択し
て設定し、“セット”を選択し
ます。

6 “完了”を選択。

迂回メモリを修正する
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1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ ナビ”“メモリ地
点登録・編集” の順に選択。

2 “迂回メモリ”を選択。
3 “消去”を選択。
4 消去したい迂回メモリを選択。
5 “はい”を選択。
● すべての迂回メモリを消去すると
きは、“全消去”“はい”の
順に選択します。

メモリ地点のマーク・名称などの
地点情報は、メモリ地点修正画面
から変更できます。
 設定・編集画面から表示する
1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ ナビ”“メモリ地
点登録・編集” の順に選択。

2 “自宅”、“特別メモリ”ま
たは“メモリ地点”を選択。

3 “修正”を選択。
● “特別メモリ”または“メモリ地
点”を選択したときは、修正す
るメモリ地点を選択してくださ
い。

4 希望の項目を選択。

 地図画面から表示する
1 地図表示中、修正するメモリ地
点をカーソルで選択。

2 “情報”を選択。
3 “修正”を選択。

迂回メモリを消去する メモリ地点の情報を修正する
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4 希望の項目を選択。

1 メモリ地点修正画面
（P.109）を表示する。
2 “マーク”を選択。
3 “マーク1”タブ、“マーク
2”タブ、“マーク3”タブ
または“音声付”タブを選択
し、希望のマークを選択。

● マークが不要なときは、“マーク
3”タブの“マーク無し”を選
択します。

4 “完了”を選択。
■ 音声付メモリを設定する
設定した地点の約500m付近で音
が鳴ります。
1 マーク変更画面で“音声付”
を選択。

2 鳴らしたい音を選択。

● 鳴る音を確認するときは、“音確
認”を選択します。

3 “完了”を選択。
■ 音声／方向付きメモリを設定す
る

指定した方向から約500m付近に
近づくと音が鳴ります。
1 マーク変更画面で“音声付”
を選択。

2 “方向付きメモリ”を選択。

3 （反時計回り）、または

（時計回り）を選択して方向
を指定し、“セット”を選択。

4 “完了”を選択。

1 メモリ地点修正画面
（P.109）を表示する。
2 “名称”を選択。
3 ソフトウェアキーボードを使用
して名称を入力し、“OK”を
選択。

4 “完了”を選択 。

マークを変更する

メモリ地点名称を入力する
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1-6. 地点の登録
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

1 メモリ地点修正画面
（P.109）を表示する。
2 “地図への名称表示”を選択。

● 解除するときは、再度“地図への
名称表示”を選択します。

知識

●1/8万図より詳細な地図で名称を表示
することができます。

名称読みを入力しておくと、音声
操作で地図を呼び出すことができ
ます。（P.159）
1 メモリ地点修正画面
（P.109）を表示する。
2 “名称読み”を選択。
3 ソフトウェアキーボードを使用
して名称読みを入力
し、“OK”を選択。

4 “完了”を選択。

1 メモリ地点修正画面
（P.109）を表示する。
2 “位置”を選択。

3 を選択して地点の位置を修
正し、“セット”を選択。

4 “完了”を選択。

電話番号を入力しておくと、電話
番号で地図を呼び出すことができ
ます。（P.65）
1 メモリ地点修正画面
（P.109）を表示する。
2 “電話番号”を選択。
3 市外局番から電話番号を入力
し、“完了”を選択。

4 “完了”を選択。

地図にメモリ地点名称を表示
する

メモリ地点の名称読みを入力
する

メモリ地点の位置を修正する

メモリ地点の電話番号を入力
する
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1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ ナビ”“メモリ地
点登録・編集” の順に選択。

2 “メモリ地点”を選択。
3 “修正”または“消去”を
選択。

4 “ソート / 絞り込み”を選
択。

5 “グループで絞る”を選択。
6 絞り込みたいグループを選択。
● 絞り込みを解除したいときは、
“絞り込み解除”を選択します。

● 地図呼び出し画面のメモリ地点検
索でも、グループで絞り込むこと
ができます。（P.75）

1 メモリ地点登録・編集画面を表
示する：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ ナビ”“メモリ地
点登録・編集” の順に選択。

2 “メモリ地点”を選択。
3 “修正”を選択。
4 グループを指定したいメモリ地
点を選択。

5 “グループ”を選択。
6 指定したいグループを選択。
● グループ指定をしないときは、
“グループなし”を選択します。

7 “完了”を選択。

1 グループ画面で“グループ編
集” を選択。

2 “新規グループ作成”を選択。
● グループ名を修正したいとき
は、“グループ編集” “グ
ループ名修正”の順に選択しま
す。

3 ソフトウェアキーボードを使用
し てグループ名を入力
し、“OK”を選択。

1 グループ画面で“グループ編
集” を選択。

2 “グループ削除”を選択。
3 削除したいグループを選択。
4 “はい”を選択。
● すべてのグループを削除するとき
は、“全削除” “はい”の
順に選択します。

メモリ地点をグループで絞り込
む

グループを指定する

グループを作成・修正する

グループを削除する
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1-7. ナビを使いこなす
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
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1-7. ナビを使いこなす

1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “ナビ”を選択。
4 “ナビ詳細設定”を選択。
5 設定したい項目を選択。

● 地図表示設定（P.113）
● 自動表示切替設定（P.117）
● 案内表示設定（P.117）
● 音声設定（P.120）
● ルート系設定（P.122）
● その他（P.125）

知識

●初期設定の状態に戻すときは、“初期
状態に戻す”を選択します。

地図表示方法を選択できます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ “ 設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “地図表示設定”を選択。
3 “地図表示設定”を選択。
4 “地図1画面”または“地
図2画面”を選択。

知識

●地図2画面表示させているとき、左画面
の操作は、1画面表示のときと同じで
す。

●地図2画面表示にさせているときは、左
画面のみ地図を動かすことができます。

ナビゲーションの設定

ナビゲーションの設定では、地
図の色や文字サイズなど、ナビ
の各種設定を変更することがで
きます。

ナビの詳細設定画面を表示する

地図表示設定をする

地図の表示方法を設定する
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1-7. ナビを使いこなす

地図を２画面表示にしたときの、
右画面表示を設定できます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ “設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “地図表示設定”を選択。
3 “右画面設定”を選択。
4 設定したい項目を選択。

左画面に施設の記号を表示させ
ているときに、右画面でも施設
の記号を表示する
左画面にVICS・交通情報を表
示させているときに、右画面で
もVICS・交通情報を表示する
地図の向きを切り替える
地図の縮尺を切り替える

地図を3D表示するときの角度設
定ができます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ “ 設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “地図表示設定”を選択。
3 “3D地図表示設定”を選択。

4 （角度を上げる）または

（角度を下げる）を選択。

5 を選択。

知識

●初期設定の状態に戻すときは、“初期
状態”を選択します。

地図2画面表示の右画面表示
設定をする

A

B

C

D

3D地図の表示を設定する
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ナ
ビ
ゲ
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ガソリンスタンドなどの施設記号
を地図上に表示することができま
す。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “地図表示設定”を選択。
3 “周辺施設表示”を選択。
4 施設のジャンルを選択。
施設の表示設定については、「施設
記号を表示する」（P.24）をご
覧ください。

地図の表示色を5色から選択でき
ます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “地図表示設定”を選択。
3 “地図表示カスタマイズ”を
選択。

4 “地図色”を選択。
5 “フレッシュ”、“ナチュラ
ル”、“スタイリッ
シュ”、“ユニバーサル”ま
たは“カラフル”を選択。

● フレッシュ
縁取りや明るめの多色使いで明るい印象
を受ける色使い

● ナチュラル
ベース色・道路色ともに明るい配色とし
た温かみを感じる色使い

● スタイリッシュ
ベース色・道路色ともに明るい配色とし 
たスタイリッシュ感を高めた寒色系の色
使い

● ユニバーサル
カラーユニバーサルデザインを取り入れ
た色使い

● カラフル
従来のトヨタ地図配色に慣れているお客
さまにおすすめの色使い

周辺の施設を表示する 地図の色を設定する
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目的地まで案内するルートの表示
色を5色から選択できます。
明るい色使いの画面や、すっきり
としたシャープな色使いの画面な
ど、お好みに合わせて選択できま
す。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “地図表示設定”を選択。
3 “地図表示カスタマイズ”を
選択。

4 “ルート色”を選択。
5 お好みの色を選択。

知識

●ルート色が変更されるのは地図上の
ルート色のみです。ルート情報画面、
探索条件変更画面、交差点拡大図など
のルート色は変更されません。

地図上に表示される自車マークを
変更することができます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “地図表示設定”を選択。
3 “地図表示カスタマイズ”を
選択。

4 “自車マーク”を選択。
5 お好みの自車マークを選択。

地図上に表示される地名などの文
字サイズを3つの中から選択でき
ます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “地図表示設定”を選択。
3 “地図表示カスタマイズ”を
選択。

4 “文字サイズ”を選択。
5 “大”、“中”または“小”
を選択。

地図画面が切り替わるときに、地
図画面をアニメーションのように
表現される表示のする／しないを
選択できます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “地図表示設定”を選択。
3 “地図アニメーション表示”
を選択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

ルートの色を設定する

自車マークを変更する

地図の文字サイズを変更する

地図のアニメーション表示を
設定する
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1-7. ナビを使いこなす
ナ
ビ
ゲ
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ョ
ン※ T-Connect ナビキット装着車

目的地候補情報（現在地から自
宅・特別メモリ1・特別メモリ2
までの距離、到着時間）の自動表
示を表示する／しないを選択でき
ます。（P.72）
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “自動表示切替設定”を選択。
3 “目的地候補情報の自動表示”
を選択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●目的地候補情報（自宅・特別メモリ1・
特別メモリ2）が設定されていないと
表示されません。（P.73）

都道府県境を通過したとき、案内
マークと音声で案内する／しない
を選択できます。

1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “案内表示設定”を選択。
3 “県境案内”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●県境案内は、遅れたり早くなることが
あります。

自動表示切替を設定する

目的地候補情報の自動表示を
設定する※

案内表示設定をする

県境案内を設定する
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交差点拡大図を立体的（3D）に表
示する／しないを選択できます。
3D交差点拡大図については、「交
差点拡大図について」（P.82）
をご覧ください。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “案内表示設定”を選択。
3 “3D交差点拡大図”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

目的地案内中に案内地点に近づい
たときに、地図の縮尺を自動で拡
大します。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “案内表示設定”を選択。
3 “オートマップズーム”を選
択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

ルート案内するときの、到着予想
時刻・通過予想時刻・所要時間を
計算する基準である平均車速を自
動、または手動で設定できます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “案内表示設定”を選択。
3 “到着予想時刻用速度設定”
を選択。

4 “自動”または“手動”を
選択。

5 手動を選択した場合は、各道路
の （速度を下げる）または

（速度を上げる）を選択し、
速度を設定。

6 を選択。

知識

●初期設定の状態に戻すときは、“初期
状態”を選択します。

3D交差点拡大図の表示を設定
する

オートマップズームを設定す
る

到着予想時刻用の速度を設定
する
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1-7. ナビを使いこなす
ナ
ビ
ゲ
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到着予想時刻の表示を、アナログ
またはデジタルに設定できます。
 デジタル

 アナログ

1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “案内表示設定”を選択。
3 “到着予想時刻表示”を選択。
4 “デジタル”または“アナロ
グ”を選択。

※T-Connect ナビキット装着車

オペレーターサービスで目的地周
辺の駐車場情報の送信を依頼した
場合に、目的地に近づくと最新の
満空情報に自動で更新する／しな
いを選択できます。（P.184）
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ “ 設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “案内表示設定”を選択。
3 “TC情報マーク連動サービス”
を選択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

到着予想時刻の表示を切り替
える

TC情報マーク連動サービスを
設定する※
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目的地案内中で、現在地がルート
上にあるとき、ルート上（約
10km以内）の現況情報を音声案
内する／しないを選択できます。
（P.38）
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “音声設定”を選択。
3 “VICS 渋滞・規制音声自動発
声”を選択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●音声案内はあくまでも参考としてくだ
さい。

●音声案内の例は一般的なものであり、
状況などにより異なった音声案内が出
力されることがあります。

●自車位置が正確に特定できないときな
どに、音声案内が出力されなかったり、
まれに遅れたり、誤った音声案内が出
力されることがあります。

目的地周辺で、幅5.5m未満の道
路（細街路）を通るルートで音声
案内する／しないを選択できます。
（P.88）
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ” “ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “音声設定”を選択。
3 “細街路での音声案内”を選
択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

ナビゲーション画面から他モード
の画面（情報画面など）に切り替
えたときに、音声案内する／しな
いを選択できます。（P.89）
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “音声設定”を選択。
3 “他モード時の案内”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

音声設定をする

VICS渋滞・規制音声の自動発
声を設定する

細街路での音声案内を設定す
る

他モード時の案内を設定する
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ナ
ビ
ゲ
ー
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ン

通常の目的地案内中の音声案内と
は、異なった音声を出力する／し
ないを選択できます。
ハートフル音声の例
● 自宅を目的地に設定して、目的地
に到着したとき
「お疲れさまでした」

● 最初にナビゲーションシステムを
立ち上げたとき

･ 音声1：「今日は○月○日○曜日です」
･ 音声2：「今日は○月○日○曜日です」
「○○の日です」
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “音声設定”を選択。
3 “ハートフル音声”を選択。
4 “音声1”、“音声2”また
は“しない”を選択。

知識

●状況などにより異なった音声が出力さ
れたり、他のナビ音声案内などと重
なったときは、出力されないことがあ
ります。

音声案内時の割込み音（ポーン）
を、“音1”（低音）、“音2”
（高音）、“しない”から選択で
きます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “音声設定”を選択。
3 “案内時の割込み音”を選択。
4 “音1”、“音2”または
“しない”を選択。

知識

●消音を選択すると、予報音の出力をし
ません。

ハートフル音声を設定する 案内時の割込み音を設定する
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ルート探索時に、いつも通る道を
考慮したルートで案内する／しな
いを選択できます。
「する」に設定した場合、目的地案
内中に、ルートとは異なる道路を
走行した場合にそのルートを学習
します。何度か同じように走行し、
学習が完了すると次のルート探索
時に学習したルートで案内させる
ことができます。

1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “ルート系設定”を選択。
3 “ルート学習”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●ハイブリッドナビ（P.181）をご利
用中の場合は、ルート学習機能を活用
いただけません。そのため、ハイブ
リッドナビをご利用中は、ルート学習
を設定する必要がありません。
･ ハイブリッドナビは T-Connect の利
用契約中であり、マップオンデマンド
のサービス利用期間中にご利用いただ
けます。

●ルート学習する区間に、一部でも幅
5.5m未満の道路が含まれている場合
は、ルート学習をすることができませ
ん。（自宅登録時の自宅周辺を除く）

●ルート学習は、ルート探索時の推奨
ルートに反映されます。

●ルート学習した道が使われない場合も
あります。

●自車位置マーク が実際の道路と異な

る場所に表示されているときは、ルー
ト学習ができない場合があります。（高
速道路、またはバイパスのような高架
道路と並行している道路がある場合な
ど。）

●地図データを更新した場合、道路の改
良、新規開通などの変化により、ルー
ト学習が反映されない場合があります。

1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定”の順に選択。

2 “ルート系設定”を選択。
3 “ルート学習結果の消去”を
選択。

4 “はい”を選択。

ルート系設定をする

ルート学習を設定する

ルート学習結果を消去する
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冬期通行止めになる道路など、長
期間に渡り規制される区間を含む
ルートが探索されたとき、メッ
セージを表示する／しないを選択
できます。規制区間は、全ルート
図表示画面にルートが  
（青枠の橙色）で表示されます。

1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “ルート系設定”を選択。
3 “季節規制メッセージ表示”
を選択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●季節規制区間を迂回するルートを探索
したいときは、「季節規制区間の迂回
ルートを探索する」（P.101）をご覧
ください。

●地図データに情報のない規制区間では、
ルートの色は変わらず、メッセージも
表示されません。

フェリーを利用するルートを探索
する／しないを選択できます。
フェリーの航路は ------（破線）で
表示されます。

1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “ルート系設定”を選択。
3 “フェリールート利用”を選
択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●フェリーターミナルまで音声案内が出
力されます。

●フェリー利用後、しばらく走行すると
目的地案内が再開されます。

季節規制メッセージの表示を
設定する

フェリールートの利用を設定
する
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※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車／ T-Connect ナビキット装着
車

ビーコンからの現況VICS情報が
受信されたとき、受信された渋
滞・規制情報を考慮したルートを
探索する／しないを選択できます。

1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ “設定・
編集”“ナビ” “ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “ルート系設定”を選択。
3 “渋滞考慮探索”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●現在地から約10km以内の渋滞・規制
情報が考慮されます。したがって、遠
方の渋滞・規制情報は考慮されません。

●プローブコミュニケーション交通情報
が取得されたとき、より広域の渋滞・
規制情報が考慮されたルートを探索で
きます。（P.182）

※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車／ T-Connect ナビキット装着
車

ビーコンまたはトヨタスマートセ
ンターから提供される現況情報が
受信され、渋滞・規制情報が考慮
されたルートが新たに見つかった
とき、右画面に新ルートと元ルー
トの比較と分岐点までの距離を表
示する／しないを選択できます。
（P.45）
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “ルート系設定”を選択。
3 “新旧ルート比較表示”を選
択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

※T-Connect ナビキット装着車

以下のタイミングで自動的に T 
ルート情報を取得する／しないを
選択できます。（P.182）ハイ
ブリッドナビ（P.181）利用期
間中は、ハイブリッドナビでの
ルート情報の取得が優先されます。
● ルート案内開始時と、案内開始以
降約 20 分ごと

● JCT 手前や高速道路に乗る手前

渋滞考慮探索を設定する※ 新旧ルート比較表示を設定す
る※

プローブ交通情報の自動取得
を設定する※
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※ T-Connect ナビキット装着車

ハイブリッドナビ（P.181）利
用期間中にハイブリッドナビの利
用する／しないを選択できます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “ルート系設定”を選択。
3 “サーバールート”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

地図画面の を選択したときに、
表示するスイッチ類の設定ができ
ます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “その他”を選択。
3 “スイッチ表示設定”を選択。
4 希望のスイッチを選択。
● 文字または記号が灰色のスイッチ
は、 を選択したとき表示されま
せん。

5 を選択。

知識

●“初期状態” を選択すると、初期設定
の状態に戻ります。

ハイブリッドナビの利用を設
定する※

その他の設定をする

地図画面のスイッチ表示を設
定する
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お車の仕様（サイズなど）を登録
しておくと、登録した情報をもと
に料金案内の表示や提携駐車場の
検索をします。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “その他”を選択。
3 “車両情報設定” を選択。
4 “全長”、“全幅”または
“全高”を選択。

● または を選択して寸法を設
定する。

5 “ナンバー”を選択。
● “1”、“3”または“5・7”の
いずれかのナンバープレートの分
類番号を選択します。

知識

●“初期状態”を選択すると、初期設定
の状態（寸法が設定されていない状態）
に戻ります。

●目的地が設定されているときは、車両
情報を設定することはできません。

●車両寸法については、車検証をご覧く
ださい。

目的地設定した地図の地点を消去
できます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ” “ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “その他”を選択。
3 “目的地履歴の消去”を選択。
4 消去する地点名称を選択。

5 “はい”を選択。
● すべての目的地履歴を選択すると
きは、“全消去”“はい”の
順に選択します。

知識

●目的地設定した地図の地点が100カ所
をこえたときは、古いものから自動的
に消去されます。

車両情報を設定する 目的地履歴を消去する
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地図上の自車位置マーク がずれ
ても、しばらく走行すると、マッ
プマッチングやGPS情報が利用
されて、現在地が自動的に修正さ
れます。
GPS情報が利用されず、現在地が
自動的に修正されないときは、安
全な場所にいったん停車して、現
在地の修正を行ってください。
● 現在地の自動補正は、数分かかる
ことがあります。

● 1/8万図より詳細な地図で補正す
ることがで きます。

実際の現在地と異なる場所に自車
位置マーク が表示されている
（自車位置マーク がずれている）
とき、自車位置マーク の位置と
向いている方向を修正することが
できます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “その他”を選択。
3 “ナビ補正”を選択。
4 “現在地修正” を選択。

5 を選択して現在地を修正
し、“セット”を選択。

6 （反時計回り）、または

（時計回り）を選択して方向
を修正し、“セット”を選択。

ナビを補正する

自車位置マークがずれているとき

現在地を修正する
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走行中、地図上の自車位置マーク
の進み方と、実際の車の進み方

が全く違っているとき、自車位置
マーク の進み方を修正すること
ができます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “その他”を選択。
3 “ナビ補正”を選択。
4 “自動補正”を選択。
● “自動補正”を選択すると、GPS
情報を利用しながら、しばらく走
行し、自動的に補正を行います。

知識

●タイヤ交換を行ったときは自動補正を
行ってください。

●自動補正モード中ではないときも、距
離補正の学習機能を持っているため、

自車位置マーク の進み方が走行状態

により、変化することがあります。

●自動補正モード中は、補正をすること
はできません。

割込情報の表示／非表示の設定、
および割込情報の表示時間の調整
をすることができます。※
（P.43）また、現況VICS情報
を提供している FM放送局を選ぶ
ことができます。（P.46）
※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車

ナビの各種設定を記憶し、その設
定状態を呼び出して使うことがで
きます。設定状態は、3パターン
まで記憶できます。

1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “その他” を選択。
3 “ユーザーカスタマイズ”を
選択。

4 “記憶”を選択。

● 新規で記憶するときは、ソフト
ウェアキーボードを使用して名称

距離を補正する

注意

●TVキットを装着すると、GPS遮断
／車速遮断が発生し、自車位置がず
れたり、フリーズすることがありま
す。

VICS/ETC2.0 を設定する

ユーザーカスタマイズを設定
する

ナビ設定を記憶する
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を入力し、“OK”を選択します。
● 設定1～3の名称を変更したいと
きは、“名称変更”を選択して
名称を入力し、“完了”を選択
します。

● 設定を消去したいときは、“消
去”“はい”の順に選択し
ます。

5 “はい”を選択。
● 手順 4ですでに記憶されている設
定を選んだときは、“はい”を
選択すると上書きされます。

1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “その他”を選択。
3 “ユーザーカスタマイズ”を
選択。

4 “設定1”、“設定2”また
は“設定3”を選択 。

知識

●次の設定項目を記憶することができま
す。

･ 地図向きの設定（P.21）
･ 地図表示縮尺の設定（P.19）
･ 周辺施設走行中呼出ジャンルの設定
（P.129）
･ 音量設定（P.89）
･ メンテナンス自動通知の設定※1

･ ナビ詳細設定一覧の設定※2
（P.113）
･ 安全・快適走行設定一覧の設定
（P.130）
･ VICS・交通情報の表示設定（P.37）
･ VICS割込情報の表示設定（P.43）
※1詳しくは、別冊「マルチメディア取扱

書」をご覧ください。
※2ルート学習、車両情報設定は記憶する
ことができません。

走行中に呼び出すことのできる周
辺施設のジャンルを変更すること
ができます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “その他”を選択。
3 “周辺施設走行中呼出ジャン
ル”を選択。

4 変更したい施設のジャンルを選
択。

5 施設のジャンルを選択。
6 表示させたい施設のジャンルを
選択。

7 を選択。

ナビ設定を呼び出す

周辺施設の走行中の呼出ジャ
ンルを設定する
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目的地検索画面の1ページ目に表
示する項目を変更することができ
ます。
1 ナビ詳細設定画面を表示する：
● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“ナビ”“ナビ詳細
設定” の順に選択。

2 “その他”を選択。
3 “目的地メニューカスタマイ
ズ”を選択。

4 希望の項目を5つ選択。
5 “完了”を選択 。

1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “車両”を選択。
4 “安全・快適走行設定”を選
択。

5 各項目を設定する。

知識

● ITS Connect ★を装着した場合、
DSSS の案内・注意喚起は、ブザー音
とともにマルチインフォメーション
ディスプレイなどに表示されます。詳
しくは、別冊「取扱書」をご覧くださ
い。

● ITS Connect ★を装着した場合、

目的地検索画面の並びを変更
する

安全・快適走行の設定

安全・快適走行の設定では、運
転中に注意する地点の案内につ
いて設定することができます。

警告
●安全・快適走行設定の案内は、あく
までも補助機能です。案内を過信せ
ず、常に道路標識・標示や道路状況
に注意し、安全運転に心がけてくだ
さい。

安全・快適走行設定画面を表示
する
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DSSS の設定項目は安全・快適走行設
定画面に表示されません。DSSSそれ
ぞれの設定は、マルチインフォメー
ションディスプレイで設定できます。
詳しくは、別冊「取扱書」をご覧くだ
さい。

★：車種、グレード、オプションなどによ
り、装備の有無があります。

一時停止交差点に近づいたときに、
案内マーク（ ：赤／黒色）と音
声で案内する／しないを選択でき
ます。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “一時停止案内”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●以下のようなときは、一時停止案内が
行われない場合があります。

･ 地図データに情報のない地点
･ 自車位置が正確に特定できないとき
･ 進入した道路の一時停止交差点までの
距離が短いとき

●以下のようなときは、音声案内が行わ
れない場合があります。

･ 一時停止交差点が連続するとき
･ 他のナビ音声案内などと重なるとき

●以下のようなときは、誤って一時停止
案内を行う場合があります。

･ 自車位置が正確に特定できないとき
･ 地図データと実際の道路状態が変わっ
たとき（信号機付き交差点に変わった
など）

※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車

一時停止交差点に近づいてもアク
セルペダルを踏んでいる状況など、
ドライバーが一時停止を見落とし
ているとシステムが判断した場合、
喚起マーク（ ：赤／黄色）と音
声で「ピピッ、一時停止です」と
注意喚起する／しないを選択でき
ます。
DSSSについては、「DSSS
（Driving Safety Support 
Systems）運転支援機能につい
て」（P.30）をご覧ください。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “一時停止注意喚起
（DSSS）”を選択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

一時停止案内を設定する

一時停止注意喚起（DSSS）
を設定する※
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※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車

一時停止注意喚起をするタイミン
グの早い／遅いを設定できます。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ “設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “一時停止注意喚起タイミング
（DSSS）”を選択。
3 “早い”または“遅い”を
選択。

※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車

赤信号交差点に近づいてもアクセ
ルペダルを踏んでいる状況など、
ドライバーが赤信号を見落として
いるとシステムが判断した場合、
喚起マーク（ ）と音声で「ピ
ピッ、信号注意」と注意喚起する
／しないを選択できます。
DSSSについては、「DSSS
（Driving Safety Support 
Systems）運転支援機能につい
て」（P.30）をご覧ください。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“車両”“安全・快

適走行設定” の順に選択。
2 “赤信号注意喚起
（DSSS）”を選択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●以下のようなときは、赤信号注意喚起
が作動しない、または実際の信号表示
と異なる場合があります。
･ DSSS用光ビーコンを通過後、信号情
報が変化し、受信した信号情報が実際
の信号表示と異なるとき
･ 信号機に矢印信号が点灯しているとき
･ 信号機の制御方式等により、DSSS用
光ビーコンから送信される信号情報が
不確定なとき

※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車

赤信号注意喚起をするタイミング
の早い／遅いを設定できます。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “赤信号注意喚起タイミング
（DSSS）”を選択。
3 “早い”または“遅い”を
選択。

一時停止注意喚起タイミング
（DSSS）を設定する※

赤信号注意喚起（DSSS）を
設定する※

赤信号注意喚起タイミング
（DSSS）を設定する※
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※ ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車

赤信号で停車したとき、信号待ち
時間の目安をナビゲーション画面
に表示する／しないを選択できま
す。待ち時間が短くなると、周囲
の状況確認を促すメッセージを表
示します。
DSSSについては、「DSSS
（Driving Safety Support 
Systems）運転支援機能につい
て」（P.30）をご覧ください。
 待ち時間が十分にある場合

 待ち時間が少ない場合

● を選択すると、信号待ち時間
表示を消すことができます。再度
表示するには、地図画面で“表
示変更”“信号待ち発進準備
案内”の順に選択します。

1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ “ 設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “信号待ち発進準備案内
（DSSS）”を選択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●以下のようなときは、信号待ち発進準
備案内が作動しない、または実際の信
号表示と異なる場合があります。
･ 停車時点で赤信号の待ち時間が少ない
とき
･ 信号機に矢印信号が点灯しているとき
･ 信号機の制御方式等により、DSSS用
光ビーコンから送信される信号情報が
不確定なとき

信号待ち発進準備案内
（DSSS）を設定する※
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※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車

前方が見えにくい場所に停止車両
または低速車両が存在する場合、
案内マーク（ ）と音声で「ポー
ン、この先、前方の車にご注意く
ださい」と案内する／しないを選
択できます。
DSSSについては、「DSSS
（Driving Safety Support 
Systems）運転支援機能につい
て」（P.30）をご覧ください。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ “設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “前方停止車両存在案内
（DSSS）”を選択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●以下のようなときは、前方停止車両存
在案内が作動しない、または実際の道
路状況と異なる場合があります。

･ DSSS用光ビーコンを通過後、支援対
象地点に進むまでに、停止車両や渋滞
などの状況が変化し、受信した検知情
報が実際の交通状況と異なるとき

･ 停止車両がセンサーの検知範囲外に存
在しているとき

･ 車両を検出する路上に設置されたセン
サーが、車両の特徴や環境条件、経年
変化などによって、車両の未検知や誤
検知を起こすとき

※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車

見通しが悪い交差点のわき道に車
が存在する場合、案内マーク
（ ）と音声で「ポーン、この先、
わき道からの車にご注意ください」
と案内する／しないを選択できま
す。
DSSSについては、「DSSS
（Driving Safety Support 
Systems）運転支援機能につい
て」（P.30）をご覧ください。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “わき道車両存在案内
（DSSS）”を選択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●以下のようなときは、わき道車両存在
案内が作動しない、または実際の道路
状況と異なる場合があります。
･ DSSS用光ビーコンを通過後、支援対
象地点に進むまでに、前方のわき道に
存在する車両の状況が変化し、受信し
た検知情報が実際の交通状況と異なる
とき
･ 車両がセンサーの検知範囲外に存在し
ているとき
･ 路上に設置された車両を検出するセン
サーが、車両の特徴や環境条件、経年
変化などによって、車両の未検知や誤

前方停止車両存在案内
（DSSS）を設定する※

わき道車両存在案内（DSSS）
を設定する※
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検知を起こすとき

サービス対象道路※にて、逆走状
態を検知し、画面表示と音声で
「ポーン、逆走のおそれがありま
す。進行方向をご確認ください」
と案内する／しないを選択できま
す。
※サービス対象道路は、都市間高速道
路・都市高速道路・一部の有料道路の
本線および IC・JCT・SA・PA施設
です。

1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “逆走注意案内”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●以下のようなときは、逆走注意案内が
行なわれない場合があります。
･ サービス対象道路以外を走行している
場合
･「本線、または本線に繋がる区間でのU
ターン、SA・PA進入路からの逆走」
以外の方法で逆走する場合（一般道か
ら高速道出口へ進入し逆走する場合な
ど）
･ ナビゲーション、またはナビゲーショ
ンの各種センサーが故障している場合
･ ナビゲーションが、サービス対象道路
を走行中であることを特定できていな
い場合
･ 地図データに情報のない道路を走行し
ている場合
･ 急激な回転をした場合
･ 自車位置補正、方位補正が行われた直
後
･ 地図更新が行われた直後
･ 料金所付近を走行している場合
･ 本線への合流区間が短い場合
･ スマート IC 付き SA・PA、その他特定
のSA・PAである場合

●以下のようなときは、誤って逆走注意
案内が行なわれる場合があります。
･ 自車位置を逆走対象道路上と誤認識し、
Uターン動作をした場合

･ 自車位置マーク の位置が正しくない

場合
･ 料金所手前などのUターンが禁止され
ている場所で、逆走とはならないU
ターンを行った場合
･ SA・PA内で交通規制に従わない走行
を行った場合（SA・PA内での一方通
行違反等）
･ 重大事故発生時などの警察・道路管理
会社の誘導によりUターンを行った場
合

逆走注意案内を設定する

DOP_NAVI_J.book  135 ページ  ２０２２年１月１１日　火曜日　午前１１時９分



136

MEU owner's manual

1-7. ナビを使いこなす

注意する地点の案内がある場所に
近づくと、案内マークと音声でお
知らせします。

知識

●地図データに情報のない地点では、道
路形状案内は行われません。

●以下のようなときは、道路形状案内が
行われない場合があります。

･ 目的地案内開始直後
･ 再探索直後
･ 目的地周辺

●現在地から道路形状案内地点までの距
離が短い、道路形状案内地点近くで分
岐が連続するなど、周辺の道路状況に
よっても、案内が行われない場合があ
ります。

●道路形状案内は、遅れたり早くなるこ
とがあります。

●次の道路形状案内マークが表示されて
いる地点が短いときは、続けて道路形
状案内が行われます。

踏切に近づくと、案内マーク
（ ）と音声で案内する／しない
を選択できます。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ “設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “踏切案内”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

合流道路に近づくと、案内マーク
（ 、 ）と音声で案内する／し
ないを選択できます。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “合流案内”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

急カーブに近づくと、案内マーク
（ 、 、 、 ）と音声で案内す
る／しないを選択できます。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “カーブ案内”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

道路形状案内を設定する

踏切案内を設定する

合流案内を設定する

カーブ案内を設定する
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都市高速道路走行中、レーン数減
少地点に近づくと、案内マーク
（ 、 ）と音声で案内する／し
ないを選択できます。
右折・左折専用レーン案内の例

直進する交差点に右折（左折）専
用レーンがある場合、その交差点
に近づくと「この先 右折（左折）
専用レーンがあります」と音声案
内されます。目的地案内中で、右
折（左折）する交差点では右折・
左折専用レーン案内はされません。
この場合は「ポーン まもなく右方
向（左方向）です」と音声案内さ
れます。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “レーン案内”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●右折・左折専用レーンでは、案内マー
クは表示されません。

交通事故が多発している地点を案
内する／しないを選択できます。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “事故多発地点案内”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●一般道路上では、交通事故が多発して

いる地点に案内マーク（ ：赤色）が

表示されます。1/5千図～1/8万図の
地図で表示することができます。（全
ルート図表示画面を除く）

●高速道路上では、交通事故が多発して
いる地点に近づくと、案内マーク

（ ：黄色）が表示され、音声で案内

します。

レーン案内を設定する 事故多発地点案内を設定する
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※T-Connect ナビキット装着車

学校に近づくと、案内マーク
（ ）と音声で案内する／しない
を選択できます。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集”“車両”“安全・快
適走行設定” の順に選択。

2 “学校存在案内”を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

知識

●案内できる学校は、全国の小学校・中
学校・養護学校（聾学校・盲学校含
む）・外国人学校※の小学校・中学校で
す。

※専有校舎物件のみ。

●以下のようなときは、学校存在案内が
行われない場合があります。

･ 地図データに情報のない地点
･ 土曜日、日曜日
･ 午後7時～午前7時
･ 自宅登録時の自宅周辺
･ 一部の有料道路や自動車専用道路を走
行中

●以下のようなときは、音声案内が行わ
れない場合があります。

･ 案内表示中に別の学校に近づいたとき
･ 他のナビ音声案内などと重なるとき

★：車種、グレード、オプションなどに
より、装備の有無があります。

先読みエコドライブ（P.141）
機能の利用をする ／しないを選択
できます。
1 安全・快適走行画面を表示す
る：

● “MENU”スイッチ“設定・編
集”“車両”“安全・快適
走行設定”の順に選択。

2 “先読みエコドライブ”を選
択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

学校存在案内を設定する※ 先読みエコドライブを設定す
る★
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● NaviCon（iOS版／Android 版）は無料でご利用いただけます。
入手方法や詳しい情報は下記サイトをご覧ください。
NaviCon サポートサイト：https://navicon.com/

■ 本機との接続方法

NaviCon（スマートフォン連携）

NaviCon は多彩な連携アプリで探した行先を、ワンタッチでカーナビ
に転送し目的地に設定できるお出かけサポートアプリです。

NaviCon について

接続方法 iOS デバイス Android デバイス

Bluetooth（無線） ○ ○

USB（有線） ○ ×
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■ 本機の対応機能

※NaviCon は株式会社デンソーの登録商標です。

目的地設定 複数地点設定 地図操作 友達マップ連携

○ ○ ○ ×
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★：車種、グレード、オプションなどに
より、装備の有無があります。

運転者のペダル操作や車速から、
いつも同じ場所で減速・停止して
いる場所を支援ポイントとして蓄
積し、自動的に登録します。
登録されたポイントは、先読み減
速支援地点として地図上にアイコ
ン  表示されます。また、自車
位置が登録された支援ポイントに
接近すると、アイコンの強調表示 
 に切り替わります。

システムや走行の状況により、ア
クセル OFF 操作後に、エンジンブ
レーキ量も拡大します。 減速・停
止シーンにおいて、駆動用電池の
充電量を増やすことができ、優れ
た実燃費に貢献します。

地図上に先読み減速支援地点のア
イコンを表示することができます。
1 地図画面上の“表示変更”を
選択。

2 “先読みエコドライブ情報表
示”を選択。

● 先読み減速支援地点には地図上に
アイコン  が表示されます。ま
た、自車位置が先読み減速支援地
点に接近するとアイコンが  に
切り替わります。

知識

●1画面で表示できるアイコンの上限数は
100個です。

●アイコン表示上限数を超える場合は、
自車位置から近い先読み減速支援地点
を表示します。

●1/8 万図より詳細な地図で表示するこ
とができます。（市街地図を除く）

●目的地を設定している場合、案内ルー
ト上にない先読み減速支援地点は強調
されません。

先読みエコドライブ★

本システムは走行の状況や交通
情報をもとに作動し、優れた実
燃費に貢献する機能です。先読
みエコドライブについては、車
両の取扱書も参照してください。

● 先読みエコドライブ機能の利用
をする／しないを設定できま
す。（P.138）

先読み減速支援

先読みエコドライブ情報を表
示する
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1 地図画面上の“表示変更”を
選択。

2 “先読みエコドライブ情報解
除”を選択。

● “先読みエコドライブ情報解除”
選択後、先読みエコドライブ情報
の消去確認画面が現れます。登録
されているポイントを削除する場
合は“はい”を選択し、削除し
ない（アイコン表示のみを解除す
る）場合は“いいえ”を選択し
てください。

知識

●一度削除した先読み減速支援地点情報
を復元することはできません。

●先読み減速支援地点情報を個別に選択
して、削除することはできません。

この先の道路、および交通状況を
読み、実際の走行に沿って駆動用
電池の充放電量をより効率的に制
御します。
これにより、優れた実燃費に貢献
します。駆動用電池の容量には限
りがあり、満充電になってしまい
回生ができない、電池が枯渇して
しまい強制的にエンジンで充電す
る、といったことを先読みするこ
とで事前に駆動用電池を調整し、
有効に活用することができます。

知識

●本機能はナビの案内稼働中、かつその
ルート上に車両がいる場合に実施され
ます。（駐車場等では実施されません。）

●複数の目的地点を登録した場合、最終
の目的地まで実施されます。

先読みエコドライブ情報を解
除する

先読みSOC制御
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1-8. 知っておいていただきたいこと

■ GPS情報を利用できないとき
以下のようなときは、GPS情報を
利用できないことがあります。
● ビル・トラック・トンネルなどで
人工衛星の電波が遮断されるとき

● GPSアンテナの上に物を置くなど
して電波が遮断されるとき

● 人工衛星が電波を出していないと
き（米国の追跡管制センターで信
号をコントロールしているため改
良・修理等で電波が止まることが
あります。）

● デジタル式携帯電話（1.5GHz）
をGPSアンテナ付近で使用した
とき

■ システムの特性上、避けられな
いズレ

このシステムは、GPS情報と各種
センサー、道路地図データなどを
利用して現在位置表示を行ってい
ますが、人工衛星からの電波の精
度状態が良くないときや、2個以
下の人工衛星からの電波しか捕捉

できないときなどには誤差が生じ
ることがあります。この誤差は、
補正などによってなくすことはで
きません。

■ 実際の現在地と異なる場所に自
車位置マークが表示されている
とき

以下のような車両の状態（走行場
所や運転条件）のときは、実際の
現在地と異なる場所に自車位置
マーク が表示されている（自車
位置マーク がずれている）こと
があります。
● 角度の小さなY字路を走行してい
るとき、他方の道に自車位置マー
ク が表示されることがありま
す。

● 隣の道路に自車位置マーク が
表示されることがあります。

● 市街図を表示させているとき、自
車位置マーク やルート表示が
反対車線や道路以外の場所に表示
されることがあります。

● 市街図から市街図以外の縮尺の地
図に切り替えたとき、ほかの道路
に自車位置マーク が表示され
ることがあります。

● フェリー、車両運搬車などで移動
したあと、自車位置マーク が
移動前の位置になっていることが
あります。

● 自車位置マーク を手動で修正
したときに、正しい位置に修正し
ない状態で走行したとき

GPSについて

GPS（Global Positioning 
System：汎地球測位システム）
は、米国が開発・運用している
システムで、通常4個以上、場
合により3個の人工衛星を利用
して、利用者の現在位置（緯
度・経度など）を知ることがで
きるものです。本機はGPS情
報と各種センサー、道路地図
データなどを利用して、ナビ
ゲーションを行っています。

GPS情報について

ナビの精度について
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● 12Vバッテリーターミナルを脱着
したあと

● らせん状の道路を走行していると
き

● 勾配の急な山岳等を走行して いる
ときや急カーブを走行していると
き

● 地下駐車場や立体駐車場などでの
切り返しや、ターンテーブルで回
転をしたあと、一般道路に出たと
き

● 渋滞・交差点の手前などで、発
進・停止を繰り返したときや徐行
運転時

● 砂、砂利、雪道などのすべりやす
い道路を走行しているとき

● タイヤチェーンを装着して走行し
ているとき

● タイヤを交換したとき（とくに応
急用タイヤ、スタッドレスタイヤ
使用時）

● 指定サイズ以外のタイヤを使用し
たとき

● タイヤの空気圧が4輪とも指定の
空気圧でないとき

● 摩耗したタイヤに交換したとき
（2シーズン目以降のスタッドレ
スタイヤなど）

● ビルの近くを走行したとき
● キャリヤを取りつけたとき
● 高速走行中、長距離のルート探索
を行ったとき

以上のようなときでも、しばらく
走行すると、マップマッチングや
GPS 情報が利用されて、現在地が
自動的に修正されます。（場合に
よっては、数分程度かかることが
あります。）

■ 適切な目的地案内が行われない
とき

探索条件や走行場所により、以下
のように適切な目的地案内が行わ
れないことがあります。
● 直線道路走行中に、直進の案内が
行われることがあります。

● 交差点で曲がるのに、案内が行わ
れないことがあります。

● 案内が行われない交差点がありま
す 。

● Uターン禁止の場所で、Uターン
するルートの案内が行われること
があります。

● 実際には通行できない道（進入禁
止の道路、工事中の道路、道幅が
狭い道路など）の案内が行われる
ことがあります。

● 目的地までの道路がなかったり、
細い道路しかないときは、目的地
から離れた所までしか目的地案内
が行われないことがあります。

● ルートからはずれたとき（手前の
交差点などで曲がったときなど）、
音声案内が誤って出力されること
があります。

● 実際の現在地と異なる場所に自車
位置マーク が表示されている
場合、誤った案内をすることがあ
ります。

■ ルートを再探索したとき
ルート再探索時、以下のようなこ
とがあります。
● 再探索時のルートの表示が、次の
右左折までに間に合わないことが
あります。

● 高速走行時の再探索時間が長いこ
とがあります。

● 再探索時に、ルートが遠まわり
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（大まわり）になることがありま
す。

● 通過するはずの目的地を通らずに
最終の目的地に向かうとき、再探
索すると、通過するはずの目的地
へ戻るルートが表示されることが
あります。

● 再探索しても、ルートがかわらな
いことがあります。

● ルートが探索されないことがあり
ます。

■ タイヤ交換をしたとき
● このシステムは、タイヤの回転な
どをもとにして作動していますの
で、タイヤを交換すると精度が悪
くなることがあります。

● タイヤを交換したときは、自動補
正を行ってください。（P.128）

地図上の自車位置マーク がずれ
ても、しばらく走行すると、マッ
プマッチングやGPS情報が利用
されて、現在地が自動的に修正さ
れます。
GPS情報が利用されず、現在地が
自動的に修正されないときは、安
全な場所にいったん停車して、現
在地の修正を行ってください。
（P.127）
● 現在地の自動補正は、数分かかる
ことがあります。

● 1/8万図より詳細な地図で補正す
ることができます。

自車位置マークがずれていると
き
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1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “ナビ”を選択。
4 “地図更新”を選択。
5 “使用データ”を選択。

知識

●エントリーナビキット装着車の場合は、
一部表示内容が異なります。

道路・地名・施設情報・料金は地
図データ作成後、変更されること
がありますので、現場の状況と異
なることがあります。
なお、このナビゲーションシステ
ムの「地図」は国土交通省 国土地
理院発行の地形図、および地勢図
をもとに、一般財団法人日本デジ
タル道路地図協会作成の「全国デ
ジタル道路地図データベース」と
株式会社 ゼンリンの地図情報を付
加して、株式会社 トヨタマップマ
スターが製作したものです。

知識

●地図の作成に当たり、できる限り正確
なものを提供できるよう道路の改良、
新規開通などの情報収集や現地調査な
どを行っております。しかしながら、
道路・地名・施設情報・料金などは
日々刻々と変化しており、その性質上、
道路の抜け、道路形状・道路名称・施
設名称・料金の間違いなどを完全にゼ
ロにすることはできません。この点に
留意してご利用ください。

●幅が3m未満の区間を含む道路は、原則
として地図データに収録されていませ
ん。道路工事や最新の測量により、幅
が3m未満の区間を含むと判定された
道路は、地図データベースの更新時に
削除されることがあります。

地図データ情報

データベースの情報を見る

地図データについて
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地図データは、以下の方法で更新
することができます。
■ 全更新
最新版地図ソフトを購入いただき、
全ての地図データを更新します。
詳しくは、トヨタ販売店にご相談
ください。
■ 差分更新
通信またはパソコン（USBメモ
リー）を使用して、部分的に地図
データを更新します。詳しくは、
「マップオンデマンド（地図差分更
新）」（P.174）をご覧くださ
い。

知識

●全更新するときは、それまでの差分更
新のデータと比較し、古い情報のみ更
新され、最新の情報はそのまま保存さ
れます。

●最新版地図ソフトの発行は、予告なく
終了する場合があります。

●全更新は、お買い上げのトヨタ販売店
で行います。また、トヨタ販売店での
更新作業には、作業時間に応じた費用
が別途、発生する場合があります。
詳しくは、お買い上げのトヨタ販売店
にお問い合わせください。

いかなる形式においても、著作権
者に無断でこの地図の全部、また
は一部を複製し、利用することを
固く禁じます。
この地図の作成に当たっては、国
土地理院長の承認を得て、同院発
行の2 万 5 千分 1 地形図、数値
地図 ( 国土基本情報 ) 電子国土基
本図 ( 地図情報 )、数値地図 ( 国土
基本情報 ) 基盤地図情報 ( 数値標
高モデル ) 及び基盤地図情報を使
用しました。（承認番号　平30 情
使、 第 907-001 号 )
この地図作成に当たっては、一般
財団法人日本デジタル道路地図協
会発行の全国デジタル道路地図
データベースを使用しました。（測
量法 第 44 条に基づく成果使用承
認 01-0040）
©2016 一般財団法人日本デジタ
ル道路地図協会
©アイシン・エィ・ダブリュ（株）
＆ZENRIN CO.,LTD. ＆　（株）
トヨタマップマスター
■ 交通規制データの出典
この地図に使用している交通規制
データは、公益財団法人 日本道路
交通情報センター （JARTIC）の
交通規制情報を使用しています。
この地図に使用している交通規制
データは、道路交通法及び警察庁
の指導に基づき全国交通安全活動
推進センターが公開している交通
規制情報、公益財団法人 日本道路
交通情報センター（JARTIC）の
交通規制情報を、株式会社トヨタ

地図データの更新について 地図データベースについて
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マップマスターが加工して作成し
たものを使用しています。
■ 道路交通規制の優先
このデータが現場の交通規制と違
うときは、現場の交通規制標識・
標示等にしたがってください。
■ 交通事故多発地点
地図データに収録されている事故
多発地点データは、警察庁及び国
土交通省のデータを基に作成して
あります。
■ 渋滞考慮探索及び周辺迂回路探
索

JARTIC/VICSの情報を基にトヨ
タコネクティッド株式会社が作成
したデータを使用しています。
■ 統計交通情報
統計交通情報データは、
JARTIC/VICS及び独自で収集し
た交通情報を基にトヨタコネク
ティッド株式会社が統計処理をし
たデータを使用しています。
■ 道路交通情報データ
● 道路交通情報データは、公益財団
法人日本道路交通情報センターか
ら提供されます。データ作成に
は、一般財団法人道路交通情報通
信システムセンター（VICSセン
ター）の技術が用いられていま
す。

■ 渋滞考慮探索
● 渋滞考慮探索は、JARTIC/VICS 
の情報、プローブコミュニケー
ション交通情報を基にアイシン・
エィ・ダブリュ株式会社が作成し
たデータを使用しています。

■ 渋滞考慮探索機能（交通情報予
測機能）

● 渋滞考慮探索機能（交通情報予測
機能）はアイシン・エィ・ダブ
リュ株式会社の提供です。
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こんなメッセージが表示されたとき

次のメッセージが表示された場合、原因と処置を参考にもう一度確認し
てください。

メッセージ一覧

メッセージ 原因 処置

自宅が登録されていません
設定・編集のメモリ地点か
ら登録できます

自宅が登録されていないと
きに、“自宅周辺”を選
択したため。

自宅を登録してからお使い
ください。（P.102）

特別メモリ地点が登録され
ていません

設定・編集のメモリ地点か
ら登録できます

特別メモリ地点が登録され
ていないときに、特別メモ
リ周辺“1”～“5”また
は特別メモリに行く“1”
～“5”を選択したため。

特別メモリ地点を登録して
からお使いください。
（P.104）

該当する電話番号が検索で
きません

確認して修正して下さい

電話番号で地図を呼び出す
とき、入力した番号が登録
されていないなどの原因で、
地図が呼び出せなかったた
め。

電話番号を再度入力しなお
しても地図が呼び出せない
ときは、ほかの方法で地図
を呼び出してください。

該当するマップコードが収
録されていません

確認して修正して下さい

マップコードで地図を呼び
出すとき、入力した番号が
登録されていないなどの原
因で、地図が呼び出せな
かったため。

マップコードを再度入力し
なおしても地図が呼び出せ
ないときは、ほかの方法で
地図を呼び出してください。

該当する施設の地点が特定
できません

周辺の地図を表示します

検索された施設の正確な所
在地が特定できず、所在地
の住所を代表する地点を表
示したため。

実際の施設の所在地をご確
認ください。

この縮尺では位置が特定で
きません

詳細な地図に切り替えます

1/8万図より広域の地図
で、目的地・メモリ地点な
どを設定・登録しようとし
たため。（現在地画面（地図
画面）から地点登録すると
きを除く）

目的地・メモリ地点などの
設定・登録はできるだけ詳
細な地図（1/8万図以下）
で行ってください。
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付近に案内可能な道路があ
りません

移動してから再操作をお願
いします

通過道路を指定するときに、
道路情報などにより、通過
道路が指定されなかったた
め。

地図を移動して、道路付近
に通過道路を指定してくだ
さい。

目的地周辺に河川などの水
域があります
目的地を移動しますか？

目的地を設定するときに、
河川などが近くにあるため。

“はい”を選択したあと、
地図を道路付近に移動し
て、“セット”を選択し、
目的地を設定してください。

表示されている位置に目的
地を設定するときは、“い
いえ”を選択してくださ
い。

目的地周辺に線路がありま
す

目的地を移動しますか？

目的地を設定するときに、
線路が近くにあるため。

メモリ地点が登録されてい
ません

メモリ地点を登録してから
お使い下さい

メモリ地点が登録されてい
ないときに、メモリ地点で
地図を呼び出そうとしたた
め。

メモリ地点を登録してから
お使いください。
（P.105）

これ以上登録できません

消去してからお使い下さい

メモリ地点（自宅・特別メ
モリ地点含む）400カ所・
Gメモリ地点情報100カ
所登録しているときに、さ
らに登録しようとしたため。

不要なメモリ地点を消去し
てから登録してください。
（P.107）

指定した IC は時間規制によ
りご利用できない場合があ
ります

IC 指定を続けますか？

指定した IC に時間規制があ
るため。

指定を続けるとき、“はい”
を選択してください。

指定をやめるとき、“いい
え”を選択してください。

指定された出入口 IC は規制
があります

ご注意下さい

時間規制のある IC を利用時
間内に通過できないおそれ
があるため。

指定している前後の IC から
乗降してください。

○○○○上に目的地を設定
しますか？

（高速道路、有料道路など）

高速道路、有料道路上など
で目的地を設定しようとし
たため。

そのまま設定するとき
は、“設定する”を選択し
てください。

別の道路に設定するとき
は、“他の道路”を選択し
てください。

メッセージ 原因 処置
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ナ
ビ
ゲ
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指定された区間の前後に乗
降 IC または通過道路が決定
済みです

指定を解除しますか？

乗降 ICまたは通過道路を指
定してある前後に目的地を
追加しようとしたため。

乗降 IC または通過道路の指
定を解除して目的地の追加
を続けるときは、“はい”
を選択してください。

乗降 ICまたは通過道路の指
定を解除せず目的地の追加を
続けるときは、“いいえ”
を選択してください。

ルート沿いに該当する施設
がありません

ルート沿いの施設を検索す
るとき、近くに該当する施
設が見つからないため。

場所を移動するか、ほかの
施設で検索してください。

該当する施設がありません
施設を検索するとき、近く
に該当する施設が見つから
ないため。

条件を変更して、再度検索
してください。

メッセージ 原因 処置
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故障とお考えになる前に

ちょっとした操作の違いで故障と間違えることがありますので、次の表
にもとづき、まず確認してください。

処置をしても直らないときは、トヨタ販売店で点検を受けてください。

よくあるお問い合わせ

症状 考えられること 処置

走行しても地図が動かない。
現在地画面以外になってい
ませんか。

現在地画面を表示させてく
ださい。（P.12）自車位置マーク が表示

されない。

GPSマークが表示されな
い。

GPS情報を利用できない
状態ではありませんか。

周囲に障害物がない所へ移
動するか、GPSアンテナ上
部（P.11）に物が置いて
あるときは、移動させてく
ださい。

音声案内が出力されない。

案内中止になっていません
か。

目的地案内を中止したとき
は、目的地案内を再開させ
てください。（P.80）

案内の音量が小さく（音声
OFFに）なっていません
か。

音量を大きくしてください。
（P.89）

モニターの画面中に小さな
斑点や輝点がある。

液晶パネル特有の現象です。
液晶パネルは非常に精密度
の高い技術でつくられてお
り、99.99％以上の有効画
素がありますが、0.01％
以下の画素欠けや常時点灯
するものが生じることがあ
ります。

故障ではありませんので、
そのままご使用ください。

エンジンスイッチ＜パワー
スイッチ＞をONにしたあ
と、しばらく画面にムラが
ある。

寒冷時、液晶パネルのバッ
クライトの特性上、光ムラ
が発生することがあります。

バックライトが温まれば、
数分後には解消されます。
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ビ
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画面が見にくい。
画面のコントラスト、明る
さ調整は適正ですか。

コントラスト、明るさを調
整してください。詳しくは、
別冊「マルチメディア取扱
書」をご覧ください。

実際の現在地と異なる場所

に自車位置マーク が表

示されている。

（自車位置マーク がずれ

ている。）

人工衛星の状態、車両の状
態（走行場所や運転条件）
などにより、自車位置マー

ク がずれることがあり

ます。また、新設道路など、
地図データが実際の道路形
状と異なる道路を走行する

と、自車位置マーク が

ずれることがあります。

しばらく走行すると、マッ
プマッチングやGPS情報が
利用されて、現在地が自動
的に修正されます。（場合に
よっては、数分程度かかる
ことがあります。）

GPS情報が利用されず、現
在地が自動的に修正されな
いときは、安全な場所に
いったん停車して、現在地
の修正を行ってください。
（P.127）

症状 考えられること 処置
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音声操作システム

.

2-1. 音声操作システムについて
音声操作システム .....................156

2-2. 音声認識の操作
音声認識を利用する（T-Connect 
契約がないとき）.....................158

音声認識コマンド一覧..............160

音声認識の設定 .........................165
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2-1. 音声操作システムについて

2-1. 音声操作システムについて

知識

●T-Connect ナビキット装着車で
T-Connect をご契約されている方は、
発話内容や通信環境に応じてエージェ
ント（トヨタスマートセンター対話
サービス）と音声認識システムが自動
的に切り替わり、利便性の高い音声操
作システムをご利用できます。

●T-Connect ナビキット装着車で
T-Connect をご契約されていない方お
よびエントリーナビキット装着車の方
は、音声認識システムでナビゲーショ
ンや電話などを操作できます。

■ トークスイッチについて
トークスイッチは、お車によって
異なります。詳しくは、別冊「取
扱書」をご覧ください。
音声認識を使用するとき :
● トークスイッチを短く押すと音声
操作システムを開始、押し続ける
と中止します。

Apple CarPlay/Android Auto が
接続されているとき :
● トークスイッチを押し続けると
Siri/Google Assistant を開始
します。中止するには、トークス
イッチを短く押します。

● トークスイッチを短く押すと音声
操作システムを開始します。

■ 音声認識用マイクについて
音声認識用マイクは、お車によっ
て異なります。詳しくは、別冊
「取扱書」をご覧ください。
● 音声認識コマンドを発声するとき
に使用します。

音声操作システム

音声操作システムを使用して、
目的地や情報の検索、ナビゲー
ションや電話などの操作を行う
ことができます。

各部の名称とはたらき
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音
声
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■ 音声操作システムの画面につい
て

 エージェント（音声対話サービ
ス）（P.187）※

● 目的地の検索、設定操作やニュー
ス、天気予報などの情報を音声と
テキストでご案内します。また、
ナビゲーションや電話なども操作
できます。

※T-Connect ナビキット装着車で
T-Connect をご契約されているとき

 音声認識（T-Connect 契約が
ないとき）（P.158）

● 音声認識コマンドを発声して、ナ
ビゲーションや電話などの操作を
行うことができます。T-Connect
が使用できない通信環境でも使用
できます。
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2-2. 音声認識の操作

音声認識中になるとアイコン形
状が変化します。
発話または選択するとガイドメ
ニュー画面が表示されます。
発声可能なコマンドが表示され
ます。
発話または選択すると発話リス
トが表示されます。
認識結果が表示されます。
認識結果に他の候補がある場合
に表示されます。

知識

●音声操作システムは、正しく発声しな
いと認識されないことがありますので、
以下の点にご留意の上、ご使用くださ
い。
･ 音声操作を開始するときは、必ずトー
クスイッチを短く押してください。
･ “ピッ”という音の後にお話しくださ
い。“ピッ”という音の前または同時
に発声した場合は、正しく認識されま
せん。
･ ハッキリと発声してください。
･ 声色によっては、認識されづらいこと
もあります。
･ 騒音（風切り音・外部の音）などによ
り正しく認識されないことがあるため、
発声するときは、できるだけ窓を閉め
ておいてください。また、エアコン送
風の音が大きいときも、正しく認識さ
れないことがあります。
･ 方言や言い方の違いには対応していま
せん。必ず指定された読みで発声して
ください。
･ 地名や施設名称などは、通称名や略称
には対応していません。必ず正式名称
の読みで発声してください。

●コマンドの表示を切り替えたいときは、
「発話リスト」と発声する、または
“発話リスト”を選択してください。
なお、表示が隠れているコマンドを発
声しても認識されます。

●T-Connect のデータ受信ができないな
ど、使用できないコマンドは表示され
ないことがあります。

●通常はシステムの音声ガイドと
“ピッ”という音の後にコマンドを発
話しますが、“音声ガイド中の発話受
付”を“する”に設定することで、
音声ガイド途中にコマンドを発話する
ことができます。（P.165）

音声認識を利用する
（T-Connect 契約がない
とき）

音声認識コマンドを発声して、
ナビゲーションや電話などの操
作を行うことができます。

音声認識画面について

A

B

C

D

E

F
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基本的な操作の流れを見ながら、
音声操作を開始する方法と、音声
認識モード中の基本操作を覚えま
しょう。
1 トークスイッチを押す。
● 音声操作画面に切り替わり、「ご
用件をお話し下さい」という音声
ガイドのあと、＜ピッ＞と音がし
ます。

2 発話受付中アイコンに変化した
ら、希望のコマンドを発声す
る。

：発話受付中

：発話受付不可

● ＜ピッ＞と音がしてから約5秒以
内に発声を開始してください。

● 発声を開始したら 約15秒以内で 
発声を完了してください。

● コマンドが認識されると、音声ガ
イドが出力され、実行されます。

知識

●コマンドの＜XXXX＞は、システムに
登録されている施設名称や、ユーザー
で登録した電話帳名称などを任意に発
声できます。（P.160）
例）　「電話帳でかける　＜ XX ＞（人
名）の自宅」「近くで探す　コンビニ」

･ ＜ XXXX＞を発声することで、操作手

順が短縮されます。
･ ＜ XXXX＞を省略しても認識されま
す。

●発声したコマンドと異なる認識結果の
ときは、「戻る」と発声し、音声認識を
操作する（P.159）の手順 2から操
作しなおしてください。

●候補に希望の結果が表示されていると
きは、「候補1」、「候補2」または「1
番」、「2番」、「3番」、「4番」と発声
してください。

●候補に希望の結果が表示されていない
とき、または候補が表示されないとき
は、「戻る」と発声し、「音声認識を操
作する」（P.159）の手順 2から操
作しなおしてください。

●次のような場合は、音声認識モードを
中断します。
この場合、トークスイッチを押すと再
開できます。
･「ポーズ」と発話した後。
･ 画面上の“ポーズ”を選択した後。

●「ヘルプ」と発声すると、音声ガイドに
よる詳しい操作方法を聞くことができ
ます。

●音声ガイド出力時にトークスイッチを
押すと、音声ガイドが途中でも次の動
作に移ることができます。

次のいずれかの操作をします。 
● トークスイッチを押し続ける。 

● を選択。

音声認識を操作する

音声認識モードを中止する
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2-2. 音声認識の操作

知識

●車両に装着されている機能のみ、音声での操作ができます。

●発話リストには、音声で操作ができるコマンドの一部が表示されます。

●Apple CarPlay/Android Auto 接続中は一部のコマンドは使用できません。

■ 初期画面

● 初期画面表示中に“発話リスト”を選択、または「発話リスト」と発話す
ることにより以下のコマンドリストが表示されます。

音声認識コマンド一覧

音声認識モードで表示されるコマンドについて、発声する認識語とその
ときの動作をまとめています。

「音声認識を操作する」（P.159）の手順で、コマンドを発声します。

音声認識コマンド一覧

コマンド名称 認識語 動作

自宅に帰る じたくにかえる 自宅へのルートを表示する

近くで探す＜ジャン
ル名＞

ちかくでさがす

例）「近くで探すコン
ビニ」「近くのコンビ
ニ」

希望の（ジャンル名）のうち、より近い
ところを探す

住所で探す じゅうしょでさがす
住所から目的地を設定し、ルートを表示
する

電話番号で探す
でんわばんごうでさ
がす

電話番号から目的地を設定し、ルートを
表示する

コマンド名称 認識語 動作

自宅に帰る じたくにかえる 自宅へのルートを表示する

近くで探す＜ジャン
ル名＞

ちかくでさがす

例）「近くで探すコン
ビニ」「近くのコンビ
ニ」

近くの施設（ジャンル）を目的地に設定
し、ルートを表示する

住所で探す じゅうしょでさがす
住所から目的地を設定し、ルートを表示
する
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※1登録したメモリ地点名称を発声してください。
※2任意の電話帳名を発声してください。
※3T-Connect ナビキット装着車
※4トヨタスマートセンターから設定されたコンテンツを利用できます。

■ ガイドメニュー画面の表示コマンド

電話番号で探す
でんわばんごうでさ
がす

電話番号から目的地を設定し、ルートを
表示する

施設で探す しせつでさがす
施設名から目的地を設定し、ルートを表
示する

メモリ地点で探す
＜メモリ地点名＞

めもりちてんでさが
す

例）「メモリ地点で探
す　XXX※1」「メ
モリ地点　XXX※1」

（メモリ地点）へのルートを表示する

施設表示＜ジャンル
名＞

しせつひょうじ

例）「施設表示病院」
施設ジャンルのアイコンを地図上に表示
する

目的地削除 もくてきちさくじょ 設定したルートを消去する

電話履歴 でんわりれき 発着信履歴画面を表示する

電話帳でかける＜電
話帳名＞

でんわちょうでかけ
る

例）「電話帳でかける
　XXX※2」「電話
帳　XXX※2」

（電話帳名）へ電話をかける

T-Connect を実行
※3

てぃーこねくとを
じっこう

T-Connect サービスのコンテンツを表示
する※4

＜ T-Connect コン
テンツ名＞※3

例）「オペレーター
サービス※4」など

T-Connect サービスの（コンテンツ名）
を実行する

ヘルプ へるぷ 操作方法の音声ガイダンスを出力する

中止 ちゅうし 音声認識モードを中止する

コマンド名称 認識語 動作

ナビゲーション なびげーしょん ナビ操作コマンドを表示する

電話 でんわ 電話操作コマンドを表示する

T-Connect※ てぃーこねくと T-Connect コマンドを表示する

コマンド名称 認識語 動作
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※T-Connect ナビキット装着車

● ガイドメニュー画面で、各機能選択後に“発話リスト”を選択、または
「発話リスト」と発話することにより以下の発話リストが表示されます。

 ナビゲーションの発話リスト

ヘルプ へるぷ 操作方法の音声ガイダンスを出力する

SmartDeviceLink
™

すまーとでばいすり
んく

SmartDeviceLink ™ 操作コマンドを表
示する

コマンド名称 認識語 動作

自宅に帰る じたくにかえる 自宅へのルートを表示する

近くで探す ちかくでさがす
近くの施設を目的地に設定し、ルートを
表示する

近くで探す＜ジャン
ル名＞

ちかくでさがす

例）「近くで探すコン
ビニ」「近くのコンビ
ニ」

施設ジャンルのアイコンを地図上に表示
する

住所で探す じゅうしょでさがす
住所から目的地を設定し、ルートを表示
する

電話番号で探す
でんわばんごうでさ
がす

電話番号から目的地を設定し、ルートを
表示する

施設で探す しせつでさがす
施設名から目的地を設定し、ルートを表
示する

メモリ地点で探す
めもりちてんでさが
す

登録したメモリ地点を目的地に設定し、
ルートを表示するメモリ地点で探す

＜メモリ地点名＞

めもりちてんでさが
す

例）「メモリ地点で探
す　XXX※」「メモ
リ地点　XXX※」

施設表示＜ジャンル
名＞

しせつひょうじ

例）「施設表示病院」
（ジャンル名）の施設の記号を地図上に表
示する

施設消去＜ジャンル
名＞

しせつしょうきょ

例）「施設消去病院」
（ジャンル名）の施設の記号を地図上から
消去する

目的地削除 もくてきちさくじょ 設定したルートを消去する

コマンド名称 認識語 動作
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音
声
操
作
シ
ス
テ
ム

※登録したメモリ地点名称を発声してください。

 電話の発話リスト

※任意の電話帳名を発声してください。

 T-Connect の発話リスト※1

案内中止 あんないちゅうし ルート案内を中止する

案内再開 あんないさいかい 中止したルート案内を再開する

コマンド名称 認識語 動作

電話履歴 でんわりれき 発着信履歴画面を表示する

電話帳でかける
でんわちょうでかけ
る

電話帳から電話をかける

電話帳でかける＜電
話帳名＞

でんわちょうでかけ
る

例）「電話帳でかける
　XXX※」「電話帳
　XXX※」

（電話帳名）の電話をかける

電話番号でかける
でんわばんごうでか
ける

電話番号から電話をかける

電話番号でかける
＜電話番号＞

でんわばんごうでか
ける＜でんわばんご
う＞

（電話番号）に電話をかける

コマンド名称 認識語 動作

T-Connect を実行
てぃーこねくとを
じっこう

T-Connect サービスのコンテンツを表示
する※2

T-Connect を実行
＜コンテンツ名＞

てぃーこねくとを
じっこう

例）「オペレーター
サービス」

T-Connect サービスのコンテンツを実行
する※2

＜ T-Connect コン
テンツ名＞

例）「オペレーター
サービス※2」など

（T-Connect コンテンツ名）を実行する

Apps を使う あっぷすをつかう アプリを表示する

＜アプリ名＞を起動 ＜あぷりめい※3＞
をきどう

アプリを起動する

コマンド名称 認識語 動作
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※1T-Connect ナビキット装着車
※2トヨタスマートセンターから設定されたコンテンツを利用できます。
※3T-Connect アプリストアからインストールしたアプリ名を発声してください。

 SmartDeviceLink ™ の発話リスト※

※SmartDeviceLink ™のコマンドは、対応アプリがある場合のみ使用できます。

＜アプリ名＞を終了 ＜あぷりめい※3＞
をしゅうりょう

アプリを終了する

＜アプリ名＞ ＜あぷりめい※3＞ アプリを起動する

マイリクエストを実
行

まいりくえすとを
じっこう

マイリクエストを表示する

マイリクエストを実
行＜コンテンツ名＞

まいりくえすとを
じっこう＜こんてん
つめい＞

マイリクエストを実行する

コマンド名称 認識語 動作

SmartDeviceLink
™ を使う

すまーとでばいすり
んくをつかう

SmartDeviceLink ™ アプリを表示する

コマンド名称 認識語 動作
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音
声
操
作
シ
ス
テ
ム

1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “音声認識”を選択。
4 音声ガイドの設定をする。

操作時の音声ガイドの再生する
／しないを選択できます。
音声ガイド途中でのコマンド発
話受付けのする／しないを選択
できます。

音声認識の設定

音声認識の設定をする

A

B
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T-Connect (T-Connect
ナビキット装着車 )

.

3-1. はじめに
T-Connect について...............168

3-2. T-Connect トップ画面
T-Connect トップ画面 ...........169

3-3. 画面操作の説明
T-Connect Viewer .................170

TC情報マークを表示する.......173

3-4. サービスの使い方
マップオンデマンド（地図差分更
新）............................................174

ハイブリッドナビ .....................181

T ルート探索（プローブ情報付）
..................................................182

オペレーターサービス..............184

エージェント.............................187

渋滞予測を表示する..................191
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Gメモリ地点.............................196

T-Connect の Apps を使用する
..................................................197

3-5. 各種登録・設定
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..................................................206
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3-1. はじめに

専用通信機 (DCM) に車載機を接
続することで、「安心・安全・快
適・便利」な車向けサービスがご
利用いただけます。
ご利用前の注意点、サービスの概
要、利用手続き等については、別
冊「マルチメディア取扱書」をご
覧ください。本書ではT-Connect 
ナビキット装着車でご利用できる
サービスについて説明します。

T-Connect について

T-Connect について
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T-C
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着
車
)

3-2.T-Connectトップ画面

1 “TC”スイッチを押す。
2 希望の項目を選択。

ユーザー設定画面を表示しま
す。（P.206）
選択すると該当のコンテンツを
起動します。

･ ご利用のサービス、車種により、表示
されるスイッチは異なります。

ページを切り替えます。
スイッチの表示位置の入れ替
え、追加、削除をします。

･ 一部のスイッチは、削除することがで
きません。

T-Connect オンライン画面を
表示します。
Apps 画面を表示します。
（P.197）
SmartDeviceLink ™ Apps 画
面を表示します。※

ヘルプネット画面を表示しま
す。

･ 車種により、表示されない場合があり
ます。その場合、ヘルプネットを利用
するときはヘルプネットボタンを使用
します。※

※詳しくは、別冊「マルチメディア取扱
書」をご覧ください。

T-Connect トップ画面

T-Connect 画面から、
T-Connect の各コンテンツを
起動することができます。

T-Connect 画面の使い方

A

B

C

D

E

F

G

H
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3-3. 画面操作の説明

T-Connect Viewer 画面を終
了して T-Connect Viewer 表
示前の画面に戻る。
閲覧履歴画面を表示します。
ブックマーク画面を表示しま
す。
表示中のページをブックマーク
に登録します。
読み上げを開始します。

･ 読み上げ情報がないときは、スイッチ
は灰色になっています。

･ 読み上げ情報があるコンテンツを表示
したときに、自動で読み上げをするか
しないかを設定できます。（P.171）

コンテンツの再読み込みをして
画面を更新します。（コンテン

ツの読み込みが完了または中断
しているときに表示）
“中止”：コンテンツの読み
込みを中止します。（コンテン
ツの読み込み中に表示）

● コンテンツの読み込み中に“中止”
を選択したり通信が切断された場
合、コンテンツが表示されずに背景
のみとなったり、読み込み中のコン
テンツが乱れて表示されることがあ
ります。
この場合は、次のいずれかの操作を
行ってください。

･ “更新”を選択して、コンテンツを
再取得する。

･  を選択していったん前のページ
を表示し、コンテンツを取得しなおす。

知識

●各スイッチは T-Connect Viewer 表示
前の画面により、スイッチの表示・非
表示およびスイッチ名称に違いがある
ことがあります。

T-Connect Viewer

T-Connect Viewer は、
T-Connect の各種コンテンツ
の表示や操作を行います。

T-Connect Viewer 画面には、
コンテンツ閲覧中に表示される
画面と、コンテンツ読み上げ中
に表示される画面があります。
自動で読み上げするコンテンツ
もあります。

閲覧中に操作する

A

B

C

D

E

F
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T-Connect Viewer 画面を終
了して T-Connect Viewer 表
示前の画面に戻ります。
コンテンツを読み上げるときの
音量を調整します。
：小さくする

：大きくする

読み上げの開始位置を変更しま
す。
 ：読み上げ中の項目の先頭からはじ

める

 ：次の項目の先頭からはじめる

･ 前の項目の先頭からはじめるときは、 

 を選択してから約1秒以内に再度

選択。

コンテンツの読み上げを停止し
ます。

 ：コンテンツの読み上げを
一時停止する。（読み上げ中に
表示）
 ：読み上げていた項目の頭

から読み上げを再開する。（読
み上げ一時停止中に表示）

T-Connect Viewer で読み上げ情
報があるコンテンツを表示したと
き、自動で読み上げをすることが
できます。
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “T-Connect”を選択。
4 “オンライン詳細設定”を選
択。

5 “Viewer 自動読上げ”を選択
し、“ する” に設定する。

● 解除するときは、“しない”に設
定します。

読み上げ中に操作する

A

B

C

D

E

T-Connect Viewer の自動読み
上げを設定する
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コンテンツの読み上げの開始位
置を変更します。

･ 読み上げ中の項目の先頭からはじめる
ときは、＜側を押します。

･ 次の項目の先頭からはじめるときは、
＞側を押します。

･ 前の項目の先頭からはじめるときは、
＜側を押してから約1秒以内に再度押
します。

POWER VOLUME ノブ
押すと、コンテンツの読み上げ
を停止します。
回すと、コンテンツの読み上げ
音量を調整します。

･ 大きくするときは、右へまわします。
･ 小さくするときは、左へまわします。

コンテンツの読み上げ音量を調
整します。

･ 大きくするとき は、＋側を押します。
･ 小さくするときは、－側を押します。

コンテンツの読み上げを解除す
るときは、読み上げ中にスイッ
チを押します。
コンテンツの読み上げの開始位
置を変更します。

･ 読み上げ中の項目の先頭からはじめる
ときは、＜側を押します。
･ 次の項目の先頭からはじめるときは、
＞側を押します。
･ 前の項目の先頭からはじめるときは、
＜側を押してから約1秒以内に再度押
します。

知識

●ステアリングスイッチは、お車によっ
て異なります。詳しくは、別冊「取扱
書」をご覧ください。

オーディオコントロールスイッ
チで操作する

A

B

ステアリングスイッチで操作す
る

A

B

C
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地図上に TC情報マークが表示さ
れているときは、その施設の情報
を見ることができます。
1 TC情報マークを選択。
2 “情報”を選択。
3 T-Connect Viewer 画面に切
り替わる。

● T-Connectコンテンツ上の詳細な
情報を表示すると同時に、情報を
読み上げます。

TC情報マークを消したいときは、
次の手順で非表示にすることがで
きます。
1 地図表示中、“表示変更”を
選択。

2 “周辺施設”を選択。
3 “TC情報マーク表示”を選
択。

● 地図上のTC情報マークが非表示
になります。

TC情報マークを表示する

TC情報マークは、T-Connect
コンテンツが提供する地点情報
です。

情報を取得すると自動でTC情
報マークが地図に表示されます。

施設の情報を確認することがで
きます。

施設の情報を表示する

TC情報マークを非表示にする
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3-4. サービスの使い方

マップオンデマンドは、通信モジュール（DCM）、Wi-Fi®、パソコン（ 
インターネット）を経由して新しい道路情報をダウンロードし、地図を更
新するサービスです。
マップオンデマンドは、新しい道路情報が準備でき次第、順次地図データ
を更新しています。

■ サービス期間
マップオンデマンドは、初度登録日をサービス利用開始日とし、サービス
利用開始日から3年間ご利用いただけます。
また、「全更新（ 最新版地図ソフトを販売店でご購入いただき更新）」す
ることで、「全更新」を実施した日から2年間ご利用いただけます。
（ただし、利用開始日より3年未満に「全更新」された場合であっても、
ご利用期間は「全更新」の実施日から2年間となりますので、ご注意く
ださい。
なお、登録初年度に「全更新」された場合のみ利用開始日より3年間は

マップオンデマンド（地図差分更新）

マップオンデマンドとは

マップオンデマンド（地図差分更新）と全更新

地図更新は、以下の2種類があります。

●マップオンデマンド（ 地図差分更新）： 新しい道路データ（ 差分）を更新。

●全更新：「最新版地図ソフト」を購入いただき、すべての地図データを更新。

･ 更新済みの新しい差分データはそのまま保存されます。

･ 全都道府県の施設名も含めた地図データが更新されます。

マップオンデマンドの更新方法、および更新にかかる費用

お客様の通信手段により、更新時に次の費用がかかります。

① [ 通信で更新 ]（T-Connect 契約時のみ
利用可能）

通信モジュール（DCM）利用時

●基本利用料に含む

Wi-Fi® 利用時

●Wi-Fi® テザリング契約料

●Wi-Fi® 通信費

② [ パソコンで更新 ]

●パソコンのインターネット通信費

●USBメモリー代
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ご利用いただけます。）
■ 更新方法
トヨタスマートセンターからの更新データと地図データの更新方法は3
種類あります。

通信モジュール（DCM）やWi-Fi® を使用して、通信で直接ダウン
ロード（自動更新）（P.178）
通信モジュール（DCM）を使用して、通信で直接ダウンロード（手動
更新）（P.178）
USBメモリーを使用して、パソコン（インターネット）からダウン
ロードし、更新（P.179）

 通信で更新
自動更新
下記のタイミングで、自動的に更新データをダウンロードします。
● エンジンスイッチ＜パワースイッチ＞をACCまたはON時、ナビゲーショ
ンで登録した自宅周辺80km（細街路は10km）ならびに全国配信道路に
更新情報がある場合

● 目的地設定時、目的地周辺10km四方ならびに全国配信道路に更新情報が
ある場合

知識

●au Wi-Fi® SPOT、アクセスポイント付きG-Station では自動更新できません。

A

B

C
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 手動更新
● 更新したい都道府県を選択後、地図更新画面の“開始” を選択。
 パソコン経由で更新
● 更新したい都道府県を選択すると、全国配信道路の更新データもあわせて
ダウンロードします。

● T-Connect を利用していないお客様も、ご利用いただけます。
 更新データの配信について
● 高速道路は供用開始後、最短即日（平均14 日程度）で更新します。ただ
し、年末年始などの長期休暇、開通道路状況、天候不良、システム保守な
どにより、配信までの期間に遅延が生じる場合があります。地図更新デー
タの収集／整備状況により、配信まで3 カ月ほどかかる場合もあります。

● 一般道路のデータについては、地図更新データの収集／整備後、順次配信
します。

■ 更新対象

※指定エリア
［通信で更新時］：自宅周辺80km（細街路は10km）四方、目的地周辺10km四
方
指定エリア配信を通信で更新する場合、事前に自宅登録もしくは目的地設定が必要で
す。（手動で更新する場合を除く）
［パソコンで更新時］：選択した都道府県

知識

●施設の情報は、マップオンデマンドで更新されません。ただし、一部の施設マーク
（コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、ファミリーレストラン、ファースト
フード店、駐車場）の表示は更新されます。

●マップオンデマンドでは、一部更新されない音声案内データがありますので、交差
点、目印などが更新された場合、固有の音声案内は出力されません。

更新対象 全国配信 指定エリア※配信

道路データ
高速道路・有料道路、主要国
道

一部国道、主要道、都道府県道、
その他道路、道幅5.5m未満の道路

施設情報 高速道路・有料道路施設
立体ランドマーク相当の著名な施設な
ど

市街図 更新対象外 更新対象外

音声案内 更新対象外 更新対象外

DOP_NAVI_J.book  176 ページ  ２０２２年１月１１日　火曜日　午前１１時９分



177

3

MEU owner's manual

3-4. サービスの使い方
T-C
onnect (T-C

onnect ナ
ビ
キ
ッ
ト
装
着
車
)

■ 地図更新のステップ
更新データのナビゲーションへの
ダウンロード（またはコピー）後、
地図の更新が完了するまで2つの
ステップがあります。
● 地図の更新準備
地図データを書き換えるための準
備を行います。
ご利用の地図データや更新頻度に
より異なりますが、更新データが
多い場合、数時間かかることがあ
ります。自動更新以外でご利用の
場合、定期的に更新することをお
勧めします。
● 地図更新
本機の地図データを書き換える処
理です。
更新準備が完了後、現在地画面の
“地図更新”を選択した後、20
～ 30秒程度で完了します。ただ
し、更新データが多い場合は数分
程度かかることがあります。
 通信で更新する

※“地図更新”を選択しなかった場合、
次回エンジンスイッチ＜パワースイッ

チ＞をACCまたはON時に地図更新
を行います。

 パソコン経由で更新する

※“地図更新”を選択しなかった場合、
次回エンジンスイッチ＜パワースイッ
チ＞をACCまたはON時に地図更新
を行います。

知識

●「地図の更新準備」および「地図更新」
中にオーディオなどの操作を行った場
合は、さらに時間がかかることがあり
ます。
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■ 地図更新画面の使い方
地図更新に関する情報の確認や操
作は、地図更新画面から行います。
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “ナビ”を選択。
4 “地図更新”を選択。

更新サービス終了日を表示しま
す。
地図のタイプを表示します。
USBメモリーで更新します。
ナビバージョンを表示します。
最新の更新日を確認します。
使用データ画面を表示します。

･ 本機に収録されているデータベースな
どの情報を確認できます。

更新する都道府県を選択しま
す。

■ 通信モジュール（DCM）・
Wi-Fi® で更新する

差分データがあると自動でダウン
ロードし、更新準備まで行います。
1 トヨタスマートセンターに接続
し、差分データがあると、デー
タがダウンロードされる。

● 更新準備が完了すると、音声案内
が出力されます。

2 現在地画面の“地図更新”を
選択。

3 地図が更新される。
● 地図更新中画面が表示されている
間は、ナビの操作はできません。

■ 手動で更新する
1 “MENU” スイッチを押す。
2 “設定・編集” を選択。
3 “ナビ” を選択。
4 “地図更新” を選択。
5 “都道府県を選択” を選択。

6 都道府県を選択。
● 更新する都道府県を選択し、“ 開
始” を選択。（選択できる都道府
県は最大3 つです。）

7 データがダウンロードされ、地
図更新の準備をする。

● 更新準備が完了すると、音声案内
が出力されます。

A

B

C

D

E

F

G

地図を更新する
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8 現在地画面の“ 地図更新” を
選択。

9 地図が更新される。

知識

●地図更新中画面が表示されている間は、
ナビゲーションの操作はできません。

●地図のダウンロードに20 分以上かかる
場合があります。

●au Wi-Fi® SPOT、アクセスポイント
付きG-Station では自動更新できませ
ん。

●手動更新は通信モジュール（DCM）利
用時のみ行うことができます。Wi-Fi®

では更新できません。

■ パソコン（USBメモリー）で更
新する

 地図データを用意する
1 マップオンデマンドのダウン
ロードサイト
（https://mapondemand.jp）
からデータをダウンロードす
る。

● QR コード：

2 データをUSBメモリーにコ
ピーする。

 地図を更新する
1 本機にUSBメモリーを接続す
る。※

2 更新する都道府県を3つまで選
択し、“開始”を選択。

● 地図が最新状態の場合は、メッ
セージが表示されます。

3 データがコピーされる。
4 地図更新の準備をする。
● 更新準備が完了すると、音声案内
が出力されます。

5 現在地画面の“地図更新”を
選択。

6 地図が更新される。
※詳しくは、別冊「マルチメディア取扱
書」をご覧ください。

知識

●地図更新情報画面が表示されている間
は、ナビゲーションの操作はできませ
ん。

●詳しい操作方法は、マップオンデマン
ドのダウンロードサイト
（https://mapondemand.jp）にてご
確認ください。

●USBメモリー内のファイルが極端に多
い場合、地図データの認識に時間がか
かることがあります。

●コピーが完了したら、USBメモリーを
取りはずすことができます。

●「QR コード」は、株式会社 デンソー
ウェーブの登録商標です。

注意

●ダウンロードした地図データのファ
イル名および拡張子を変更しないで
ください。

●地図データの入っているフォルダ
（diff）には、地図データ以外の情報
を入れないでください。
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故障とお考えになる前に

症状 考えられること 処置

地図更新画面の終了
日が「＊」になって
いる。

サービス有効期間の設定前であ
るためです。

サービス有効期間は自動で設定
されます。

サービス有効期間設定前でも地
図の更新は可能です。

いつまでたっても地
図データが更新され
る気配がない。

通信で更新する場合、通信状態
によってはダウンロードが中断
することがあります。

しばらくしてから、通信状態が
良好な場所で再度確認してくだ
さい。

お客様がお住まいの地域で実際
に道路更新がなかった。

トヨタ販売店で点検を受けてく
ださい。

ダウンロード中、コピー中、ま
たは更新準備中である。

“MENU”スイッチ “ 設
定・編集”“ナビ”“地
図更新”の順に選択し、表示
された画面で状態を確認してく
ださい。

USBメモリーでの
地図更新時、データ
認識に時間がかかる。

USBメモリーの空き容量が不
足している。

USBメモリーの空き容量を増
やしてから更新を行うようにし
てください。
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知識

●目的地をセットすると、自動的にトヨ
タスマートセンターでルート探索を行
います。トヨタスマートセンターから

配信されるルートには が表示されま

す。

●トヨタスマートセンターでルート探索
を行った場合、ルート学習の設定
（P.122）を「する」にしてもルート
を学習をすることができません。

ハイブリッドナビの機能の一つと
して、5 つのパターン（推奨、有
料優先、一般優先、距離優先、別
ルート）から希望のルートを選ぶ
5 ルート探索（P.79）の他に、
トヨタスマートセンターから配信
される、お客様のニーズに応じた
様々なルート探索パターンを選択
することができます。
1 ルート探索終了後に表示される
全ルート図表示画面で“拡張
ルート”を選択。

2 希望のルートを選択。
● 新しいルート探索パターンは順次
配信されます。

ハイブリッドナビ

ハイブリッドナビは、車載ナビ
によるルート探索と、トヨタス
マートセンターから配信される
最適なルート探索を合わせた、
通信型ルート案内サービスです。

● トヨタスマートセンターで、プ
ローブコミュニケーション交通
情報に基づく「現在地周辺の交
通情報」および「高速道路・一
般道路の渋滞予測情報」を考慮
した最適なルートを探索し、車
載ナビに配信します。

● ルート案内の際、トヨタスマー
トセンターの最新地図を取得し
て表示します。

● ルート案内中もトヨタスマート
センターで約5 分毎に最適
ルート探索を行い、より短時間
で目的地に到着できるルートが
あれば、新しいルートを提案し
ます。

● 通信環境が悪く、トヨタスマー
トセンターと通信できないエリ
アでは車載ナビでルート探索を
行い、通信環境の良いエリアに
入ると、自動的にトヨタスマー
トセンターと通信を開始してハ
イブリッドナビによるルート探
索を行います。

拡張ルート探索
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■ 利用条件
T-Connect 利用契約の有効期間で
あることと、マップオンデマンド
のサービス利用期間（P.174）
であることが必要です。
 T-Connect 利用契約中であり、
マップオンデマンドのサービス
利用期間外の場合

Tルート探索（プローブ情報付）
がご利用いただけます。
（P.182）

知識

●ハイブリッドナビ利用期間中にハイブ
リッドナビの利用する／しないを選択
できます。（P.125）

知識

●渋滞予測は、突発で起こる事象（事故
など）および規制などは予測しており
ません。

●T ルート探索をしても、ルートが変わ
らないことがあります。

ハイブリッドナビの利用につい
て

Tルート探索（プローブ情
報付）

トヨタスマートセンターから、
プローブコミュニケーション交
通情報に基づく「現在地周辺の
交通情報」および「高速道路・
一般道路の渋滞予測情報」を、
広域の渋滞予測情報として提供
します。この情報をもとに、目
的地までの最適なルートを探索
し、ご案内します。

T-Connect 利用契約中であり、
マップオンデマンドのサービス
利用期間外の場合にご利用いた
だけます。
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■ 目的地設定時に取得する
目的地設定後に表示される全ルー
ト図表示画面から、Tルート探索
することができます。
1 ルート探索終了後に表示される
全ルート図表示画面で“Tルー
ト”を選択。

● トヨタスマートセンターに接続
し、Tルート探索を行います。

● 通常のルート探索をしたルートに
戻すときは、“元ルート”を選
択します。

知識

●Tルート探索後にIC指定や探索条件変更
などを行うと、広域の渋滞予測情報は
破棄されます。

●新たなルートが探索されたとき、渋滞
を考慮したルートが表示されます。

●Tルート探索で取得した情報が本機に保
存されていれば、“元ルート”を選択
したあとに“Tルート”を選択して
も、トヨタスマートセンターに接続さ
れません。

■ ルート案内中に手動で取得する
ルート案内中に手動で、Tルート
探索することができます。

1 現在地画面表示中、“再探索”
を選択。

2 “Tルート探索”を選択。
● トヨタスマートセンターに接続
し、Tルート探索を行います。

● Tルート探索情報の取得を中止す
るときは、“取得中止”を選択
します。

● 新たなルートが探索されたとき、
渋滞を考慮したルートが表示され
ます。

■ T ルート探索を自動で取得する
プローブ交通情報を自動取得に設
定すると、次のタイミングで自動
的に Tルート情報を取得できま
す。
● ルート案内開始時と、案内開始以
降約 20 分ごと

● JCT 手前や高速道路に乗る手前
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集” を選択。
3 “ナビ” を選択。
4 “ナビ詳細設定” を選択。
5 “ルート系設定” を選択。
6 “プローブ交通情報自動取得”
を選択し、“する” に設定す
る。

● 解除するときは、“しない” に設
定します。

T ルート探索（プローブ情報付）
を利用する
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知識

●ハイブリッドナビ（P.181）利用期
間中は、ハイブリッドナビでのルート
情報の取得が優先されます。

※TV・オペレーター付 T-Connect ナビ
キット装着車を除き、ご利用には別途
契約（有料）が必要になります。詳し
くはトヨタ販売店へお問い合わせくだ
さい。

 ドライブサポート
● ナビの目的地設定
● 駐車場の案内
● 電話番号の案内
● 夜間・休日診療機関の案内
● 施設情報案内
● 道路交通情報案内
● ニュース・天気予報の配信
 トラブルサポート
● ロードアシスト24 への取次ぎ
■ オペレーターサービスPlus メ
ニューについて

オペレーターサービスメニューに
加え、以下のサービスをご利用い
ただけます。
● ホテルの予約
● レストランの予約
● 国内航空券の予約
● トヨタレンタカー予約の取次ぎ
● 販売店への連絡
● 保険会社への取次ぎ

オペレーターサービス※

オペレーターサービスは、電話
で依頼するだけで、オペレー
ターがお客様に代わって、ナビ
ゲーションの目的地設定やレス
トラン／駐車場の検索などを行
うサービスです。

オペレーターサービスメニュー
について
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知識

●利用料金や詳しいサービス内容につい
ては、T-Connect のWeb サイト
（https://toyota.jp/
tconnectservice/）でご確認くださ
い。

●本機の時刻データが更新されていない
と、オペレーターサービスを利用でき
ません。 この場合は、GPS信号が受信
できる場所に車を移動し、 “MAP”ス
イッチを押して地図画面上にGPSマー
クが表示されることを確認した後、再
度試してみてください。 

●オペレーターサービス中は、ヘルプ
ネットおよびセキュリティ、一部の
サービス※以外のデータ通信を必要と
するサービスは使用できません。これ
らのサービスを使用するときは、オペ
レーターサービスを終了してからご使
用ください。

※T-Connect Viewer 起動、ハイブリッ
ドナビ（センタールートのみ）、渋滞予
測情報

●オペレーターにナビの目的地設定を依
頼すると、ハイブリッドナビ※による
最適なルート案内を行います。
(P.181)

※ T-Connect 利用契約中であり、マップ
オンデマンドのサービス利用期間外の
場合、T ルート探索でルート案内を行
います。(P.182)

●お問い合わせ内容により、ご希望に沿
えない場合があります。

■ 本機からオペレーターへ接続す
る

オペレーターサービスは、ハンズ
フリー電話の設定不要で簡単に発
信ができます。（通話料はオプショ
ン料金に含まれます）

オペレーターへの発信のみ可能で
す。着信やオペレーター以外への
発信はできません。

車内よりオペレーターサービスを
利用する場合の使用例を紹介しま
す。
1 “TC”スイッチを押す。
2 “オペレーターサービス”を
選択。

3 オペレーターに接続する。

● 中止するときは、“中止”を選択
します。

4 オペレーターと通話する。

オペレーターサービスを使う
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●「ナビの目的地設定」、「レストラ
ンや駐車場などの周辺情報の検
索」や「ニュースの配信」など、
利用したい内容をオペレーターに
お伝えください。

5 画面の指示にしたがって操作す
る。

知識

●音声操作システムを使ってオペレー
ターに接続することができます。音声
認識発信のしかたについては、「音声認
識コマンド一覧」を参照してください。
（P.160）

いつもご利用の携帯電話、自宅や
オフィスの電話からも利用できま
す。
1 オペレーターに電話をかける。
● オペレーターサービス専用電話番
号
0561 － 57 － 6818
（365 日 24 時間対応）
2 利用したい内容を伝える。
3 本機を使用して、手動で受信す
る。

● 携帯電話や固定電話から利用する
と、次回エンジンスイッチ＜パ
ワースイッチ＞をACCまたは
ONにしたときに、情報の受信を
お知らせするメッセージが本機に
表示されます。画面の指示にした
がって、操作してください。
表示されない場合は、手動で情報
を取得してください。（P.187）

知識

●「周辺情報の検索」や「ニュースの配
信」などを利用した場合、トヨタス
マートセンターから情報を取得すると、
メッセージが表示されます。

●ご利用の際は、お申し込み時にサポー
トアドレスとして登録した番号から、
発信者番号通知でかけていただくと、
スムーズにご利用いただけます。

●次の場合、オペレーターがご本人であ
ることを確認させていただくことがあ
ります。
･ T-Connect 利用契約を解除した場合
･ ご利用の携帯電話や固定電話が、番号
非通知設定になっている場合
･ ご利用の携帯電話や固定電話が、サ
ポートアドレスに登録されていない場
合

携帯電話・固定電話から利用す
る
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自動で情報が取得されない場合は、
次の手順で取得してください。
1 “TC”スイッチを押す。
2 “情報確認”を選択。
3 メッセージが表示されたら、
“はい”を選択。

● メッセージが表示されないとき
は、“受信一覧”を選択します。

● 過去に依頼した情報が表示されま
す。

手動で情報を取得する エージェント

エージェント（音声対話サービ
ス）を使用することにより、目
的地設定の操作や、天気予報な
どの情報を音声とテキスト表示
でご案内します。

エージェント画面を操作して、
電話をかけたり施設情報を見る
ことができます。

エージェントについて

主なサービスと機能概要

目的地検索：
施設名称を直接、発話すると目的地を抽
出し、目的地に設定する。また、エリア
と施設のジャンルから候補を抽出し、目
的地設定する。
発話例：「東京駅」「名古屋駅周辺のレス
トラン」「近くの蕎麦屋」

自宅に帰る：
自宅が登録されている場合、自宅に目的
地を設定する。
発話例：「自宅に帰りたい」

閲覧履歴：
閲覧履歴を表示し、履歴から目的地を選
択したり履歴の編集（削除）ができる。
発話例：「閲覧履歴」

ニュース：
ニュースのテキスト表示・読み上げをす
る。
発話例：「スポーツニュースは？」

天気予報：
天気予報のテキスト表示・読み上げをす
る。
発話例：「横浜の天気は？」
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※サービス内容は順次変更されます。

知識

●話しかける際は、大きめな声でゆっく
り、はっきりとお話ください。

●エアコンの風量が強いと認識しづらい
場合があります。

●認識しづらい場合は条件を2回に分ける
など、短い文章でお話ください。
例）「駐車場付きの○○○（場所など）
のレストラン」

･ 発話1回目：「○○○のレストラン」
○○○のレストランを検索

･ 発話2回目：「駐車場付き」駐車場
付きの○○○のレストランを検索

●トヨタスマートセンターで持つ情報を
元に、目的地検索、ニュース、天気予
報、交通渋滞情報などをご提供します。

●電話操作、エアコン操作について発話
された場合は、音声操作システム
(P.156) に切り替わり、応答します。

●通信環境の悪いエリアでは、エージェ
ントが動作しない場合がございます。
この場合、音声操作システム
(P.156) が起動し、応答します。な
お、エージェントの操作途中に通信が
途絶えた場合には、音声操作システム
に切り替わりません。

基本的な操作の流れを見ながら、
エージェントを開始する方法と、
音声対話中の基本操作を覚えま
しょう。以下は、目的地設定の例
です。
1 ステアリングスイッチのトーク
スイッチ（P.156）を押す。

● T-Connect 画面（P.169）の
“ エージェント” を選択しても
エージェントを開始することがで
きます。

2 マイクアイコンが  になった
ら、発声する。

● ＜ピッ＞と音がしてから約5秒以
内に発声してください。

● 発声後、1つ前のエージェント画
面に戻りたいときは、「戻る」と
発声します。

3 画面の案内に従って、発声す
る。

交通情報：
交通情報（渋滞情報）のテキスト表示・
読み上げをする。
発話例：「このあたりの渋滞情報を教え
て」

オペレーターサービス：
オペレーターサービスに接続し、オペ
レーターによる情報検索やナビ設定がで
きる。
発話例：「オペレーターサービス」

主なサービスと機能概要 エージェントを利用する
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4 リストが表示された場合は、目
的の番号（「○番目」）を発声す
る。

● 音声が認識されると、音声ガイド
が出力され、実行されます。

● リストを選択して操作することも
できます。

●「○番目を目的地セット」と続け
て発声すると、目的地の設定まで
完了させることができます。

5 地図が表示された後、「目的地
セット」と発声する、または
“目的地セット”を選択。

● ルート案内が開始されます。
● リストを選択して操作することも
できます。

● “施設情報”を選択すると、検索
地点の情報を確認することができ
ます。

● 情報画面表示後、「地図」と発声
する、または“周辺施設地図”
を選択すると、地図画面が表示さ
れます。

知識

●エージェント開始から終了までの間は、
オーディオなどの音声が自動的に
ミュート（消音）されます。

■ エージェント画面

ユーザーの発話受付開始を表示
します。

･ 音声受付中はアイコンが  に変化し

ます。

発話または選択するとガイドメ
ニュー画面が表示されます。
（P.161）
発話または選択すると発話リス
トが表示されます。（P.161）

■ 地図表示中のエージェント画面

エージェント画面の使い方

A

B

C

DOP_NAVI_J.book  189 ページ  ２０２２年１月１１日　火曜日　午前１１時９分



190

MEU owner's manual

3-4. サービスの使い方

ユーザーの発話受付開始を表示
します。

･ 音声受付中はアイコンが  に変化し

ます。

エージェント操作開始画面に戻
ります。
検索した地点を目的地に設定し
ます。
検索した地点の施設情報を表示
します。

･ 呼び出した地図の地点により、表示さ
れる画面が異なります。

･ 施設によっては、内容が表示されない
施設もあります。

検索した地点（施設）に電話を
かけます。
検索した地点をGメモリに登録
します。

音声受付中、次のいずれかの操作
で音声対話を一旦停止します。
●「ポーズ」と発声する。
● “ポーズ”を選択。

閲覧履歴を表示し、履歴から目的
地を選択したり履歴の編集（削除）
をすることができます。
次のいずれかの操作で閲覧履歴を
表示します。
●「閲覧履歴」と発声する。
● “閲覧履歴”を選択。

次のいずれかの操作をします。
●「最初に戻る」と発声する。
● “最初に戻る”を選択。

音声ガイド出力時にステアリング
スイッチのトークスイッチを押す
と、音声ガイドが途中でも次の動
作に移ることができます。

A

B

C

D

E

F

音声対話を一旦停止する

閲覧履歴を表示する

最初に戻る

音声ガイドを省略する
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次のような場合は、音声対話を中
断します。
● 通信中、または認識中にステアリ
ングスイッチのトークスイッチを
押す。

● 音声を3回連続で認識できなかっ
たとき。オペレーターサービスに
誘導されます。(P.184)

音声対話を再開する場合は次の操
作をします。
● ステアリングスイッチのトークス
イッチを押す。

次のいずれかの操作でエージェン
トを終了します。
● ステアリングスイッチのトークス
イッチを押し続ける。

● を選択。

●「中止」と発声する。

知識

●次の条件でもエージェントは終了しま
す。

･ エージェントの検索結果を実行したと
き（目的地設定画面に移行したときな
ど）

･ ハンズフリーの着信が入ったとき

音声対話を中断する

エージェントを終了する

渋滞予測を表示する

トヨタスマートセンターから渋
滞予測情報を取得し、その情報
を表示するサービスです。
高速路線マップで表示された道
路の現在地周辺とルート上に、
渋滞の増減を示すアイコン（渋
滞増減予測のアイコン）を表示
します。また、ルートが設定さ
れているときは、ルート上の渋
滞予測情報を読み上げることも
できます。
今後の旅行の計画を立てるとき
に利用すると便利です。
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渋滞予測情報は現在地周辺を基準
として提供され、「渋滞」および
「混雑」について、旅行時間データ
が提供されている路線のみ表示し
ます。

※渋滞予測は、突発で起こる事象（事故
など）および規制などは予測しており
ません。
なお、「通行止め」は現在の状況が継続
するとして扱っております。
交通情報提供区間の距離が短い場合は、
矢じりを表示しません。

● 都市間高速道路
● 都市高速道路
● 主な有料道路
● 一部の一般道路
･ 松永道路、名阪国道、姫路西バイパス、
姫路バイパス、保土ヶ谷バイパス、加
古川バイパス、米子バイパスなど

※情報提供路線は随時更新されます。

■ 渋滞予測情報を表示する
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “情報”を選択。
3 “高速渋滞予測”を選択。

4 トヨタスマートセンターに接続
し、渋滞予測情報を取得する。

● 情報の表示および読み上げを行い
ます。

● 中止するときは、“中止”を選択
します。

知識

●渋滞予測情報の読み上げは、ブラウザ
の自動読上げ設定（P.171）に関係
なく、常に読み上げられます。

●以前に取得した渋滞予測情報が本機に
保存されているときは、トヨタスマー
トセンターに接続しないことがありま
す。

●極端に遠い距離の渋滞予測情報（到着

渋滞予測の表示について

表示 名称 内容

（赤色）
渋滞

渋滞の区間を示
しています。

（橙色）
混雑

混雑の区間を示
しています。

（黒色）

通行止め

区間

通行止めの区間
を示していま
す。

（灰色）
不明区間

交通情報が配信
されていない区
間を示していま
す。

渋滞予測情報を提供する路線に
ついて
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予想時刻を含む）は、表示されないこ
とがあります。

●新規開通道路については、VICS情報の
配信状況により正しく表示されないこ
とがあります。

■ 渋滞予測時間を変更する
渋滞予測情報は、現在の渋滞状況
以外に、一定の時間単位で時間を
進めて、今後の渋滞予測を表示さ
せることができます。
1 次のいずれかを選択。

● ： 渋滞予測時間を進める

● ： 渋滞予測時間を戻す

● “現在”： 現在の渋滞状況を表示
する

知識

●トヨタスマートセンターから提供され
る渋滞予測情報は、現在については現
在の交通状況が提供され、未来につい
ては予測した情報が提供されます。

●その時間の渋滞予測情報を取得してい
ない場合のみ、トヨタスマートセン
ターに接続して渋滞予測情報を取得し
ます。

■ 渋滞増減予測を表示する
渋滞予測画面の地図上に、渋滞増
減予測のアイコンを表示させるこ
とができます。
また、ルート上の読み上げ情報が
あるアイコンの場合は、渋滞情報
を音声で読み上げることができま
す。
渋滞増減予測アイコンのON（表
示する）／OFF（表示しない）を
選択できます。
1 “MENU”スイッチを押す。

2 “情報”を選択。
3 “高速渋滞予測”を選択。
4 “渋滞増減予測表示”を選択。

● アイコン表示がONのときは、作
動表示灯が点灯します。

● アイコンを表示しないときは、再
度“渋滞増減予測表示”を選択
します。

5 読み上げ情報があるアイコンの
場合は、地図上に表示されたア
イコンを選択。

● 渋滞情報を読み上げます。

アイコン 内 容

表示している時間後に、
渋滞が増加傾向であるこ
とを表します。

表示している時間後に、
渋滞が減少傾向であるこ
とを表します。

表示している時間後に、
渋滞が変化しないことを
表します。
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知識

●渋滞増減予測のアイコンは、地図の縮
尺によっては、表示されないものもあ
ります。

●渋滞増減予測のアイコンは、ルートが
設定されている場合は、ルート沿いの
情報を提供します。また、ルートが設
定されていない場合は、現在地周辺の
情報を提供します。

■ 渋滞予測地図の縮尺を切り替え
る

渋滞予測画面の地図は、通常の地
図と同様に地図の縮尺を切り替え
ることができます。

1 または を選択または 
ピンチアウト／ピンチイン操作
をする。

● ルートが設定されているときは、
もっとも詳細な縮尺に切り替える
と、地図上に IC毎の到着予想時
刻が表示されます。

･ もっとも詳細な縮尺で表示される到着
予想時刻は、3時間先以降は到着予想
時刻設定（P.118）で設定した車速
から計算されます。そのため、渋滞予
測情報から計算される到着予想時刻に
くらべると、誤差が広がることがあり
ます。

■ 区間所要時間予測を表示する
高速道路を通るルートが設定され
ているとき、休憩した場合の所要

時間予測を行います。
ルート上の渋滞変化を予測し、高
精度の到着予測時間をサービスし
ます。

1 “MENU”スイッチを押す。
2 “情報”を選択。
3 “高速渋滞予測”を選択。
4 “所要時間”を選択。
● トヨタスマートセンターに接続
し、区間所要時間予測情報を取得
すると、ブラウザ画面で区間所要
時間予測が表示されると同時に読
み上げが行われます。

5 区間所要時間予測表示を解除す
るときは、“終了”または 

 選択。

知識

●出口 IC までの距離が遠い場合は、出口
IC まで表示されないことがあります。

●渋滞予測画面で表示される到着予想時
刻と区間所要時間予測表示で表示され
る内容は、それぞれ独自で処理するた
め異なる表示をすることがあります。

●新規開通道路については、VICS情報の
配信状況により正しく表示されないこ
とがあります。
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1 “MENU”スイッチを押す。
2 “目的地”を選択。
3 “WEB”を選択。
4 ソフトウェアキーボードを使用
してキーワードを入力し、“検
索”を選択。

● 施設名や住所、郵便番号、電話番
号などのフリーワードで検索する
ことができます。

● 検索文字の一部を入力すると、候
補となる施設や場所が表示されま
す。

● スペースを空けて複数の検索ワー
ドを入力すると、候補となる施設
や場所を絞り込んで検索すること
ができます。( 例：東京　名所 )

● を選択すると音声認識で文字
を入力することができます。

･ 音声認識での文字入力は走行中でも使
用することができます。

● ソフトウェアキーボードの使用方
法は、別冊「マルチメディア取扱
書」をご覧ください。

5 検索結果リストから希望の目的
地を選択。

● を選択すると、施設情報を表
示することができます。

● “絞り込み”を選択し、様々な方
法で目的地を絞り込むことができ
ます。

6 “目的地セット”を選択。

知識

●検索条件によっては、検索結果が取得
できない場合があります。

●検索エンジンからの取得結果によって
は、実際の位置と異なる場所が表示さ
れる場合があります。

WEBで目的地を検索する

インターネットの検索エンジン
を使用して施設を検索し、目的
地に設定することができます。

WEB検索の使い方
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1 “MENU”スイッチを押す。
2 “目的地” を選択。
3 “TCで設定”を選択。
4 “Gメモリ一括ダウンロード”
を選択。

● Gメモリ地点情報として本機に登
録されます。

Gメモリ地点として登録した地点
情報は、T-Connect 画面から呼び
出すことができます。
1 “TC”スイッチを押す。
2 “Gメモリ地点情報”を選択。

3 Gメモリ地点情報を選択。
4 T-Connect Viewer 画面に切
り替わる。

● T-Connectコンテンツ上の詳細な
情報を表示すると同時に、情報を
読み上げます。

知識

●Gメモリ地点情報は、ナビゲーションの
メモリ地点と同様に、メモリ地点が呼
び出せるナビゲーションの画面からも
呼び出すことができます。また、名称
読みが登録してあれば、音声認識を使
用することもできます。

●Gメモリ地点情報は、同じ内容がナビ
ゲーションのメモリ地点にも保存され
ます。
修正や消去をしたいときは、ナビゲー
ションのメモリ地点画面で行ってくだ
さい。
詳しくは、「メモリ地点を登録する」を
ご覧ください。（P.102）

●同一のGメモリ地点情報は、上書き登録
されます。ただし、音声認識で使用す
る名称読みが登録してある場合、その

Gメモリ地点

T-Connect のWebサイトで登
録したGメモリ地点を、本機の
メモリ地点に登録できます。

一度本機のメモリ地点に登録す
ると、トヨタスマートセンター
に接続しなくても、Gメモリ地
点情報から呼び出すことができ
ます。

Gメモリ地点を本機に登録する

Gメモリ地点情報を表示する
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情報は保持されます。

1 “TC”スイッチを押す。
2 “Apps”を選択。
3 “インストール”を選択。

4 アプリを選択し、サービス内
容・価格を確認して、“購入”
を選択。

5 T-Connect のユーザ ID、パス
ワードを入力する。

● “次回入力しない”を選択する
と、次回からユーザ ID とパス
ワードが入力された状態の画面が
表示されます。

6 “完了”を選択。
7 規約を確認後、“同意する”
を選択。

8 “はい”を選択。

知識

●走行中はアプリの購入ができません。
安全な場所に車を停止させて実施くだ
さい。

●アプリの購入履歴は、T-Connect の

T-Connect のAppsを
使用する

T-Connect Apps は多彩なア
プリを本機にダウンロードし、
ご利用いただけるサービスです。

アプリをインストールする
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ユーザーサイト（https://toyota.jp/
tconnectservice/）より確認ができ
ます。

選択すると該当のアプリを起動
します。また、起動中のアプリ
を長押しすることで該当のアプ
リを停止します。
インストール画面を表示しま
す。
配置変更画面を表示します。
インストールした各アプリの動
作やアップデート等の詳細を確
認します。
ページを切り替えます。

･ 7個以上のアプリがインストールされ
ている場合、ページ切替スイッチが表
示されます。

■ マイアプリ画面

最新のアップデート状態を取得
します。

アップデートができるアプリを
一括でアップデートします。
起動中のアプリを停止します。
アプリをアップデートします。
アプリをアンインストールしま
す。

起動中のアプリをアンインストールする
場合は、“停止”を選択後、アンイン
ストールできます。

インストール、アップデート失
敗時の対処方法を表示します。
インストール

ライセンス切れやアプリ破損の際に、ア
プリを再インストールする。

知識

●アプリは同時に4つまで起動可能です。

●音楽系のアプリを同時に2つ以上起動す
ることはできません。

Apps 画面の使い方

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

F

G
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次のような場合、地図画面上にア
プリ画面が表示されます。
● 地図画面上の“Apps”を選択し
たとき

･ カーソルを移動させると表示されます。

● アプリが自動で割込み表示をした
とき

1 現在地画面表示中に“Apps”
を選択。

2 アプリ画面が表示されます。

● アプリ画面を非表示にするとき
は、  を選択します。

● 割込み表示されたアプリを切り替
えるときは、  または  を選
択します。

● “Apps”を選択しなくても、ア
プリ画面が自動で表示されること
があります。

● アプリ画面が自動で非表示になる
ことがあります。

■ アプリをアップデートする
1 “TC”スイッチを押す。
2 “Apps”を選択。
3 “マイアプリ管理”を選択。

4 “アップデート”を選択。
● 複数のアプリをまとめてアップ
デートしたいときは、“一括アッ
プデート”を選択します。

5 アップデート確認画面が表示さ
れる。

● ユーザ認証画面がでたときは、
T-Connect のユーザ ID、パス
ワードを入力し、“完了”を選
択します。

6 “はい”を選択。

アプリの割込み表示について マイアプリ管理について

DOP_NAVI_J.book  199 ページ  ２０２２年１月１１日　火曜日　午前１１時９分



200

MEU owner's manual

3-4. サービスの使い方

■ アプリのアップデート方法を設
定する

1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “T-Connect”を選択。
4 “Apps 設定”を選択。
5 “自動アップデート確認”を
選択。

● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

“する”：アップデート可能なアプリが
あると、マイアプリ管理画面の対象アプ
リにアップデートスイッチが自動的に表
示されます。

“しない”：マイアプリ管理画面の
“アップデート状態取得”を選択する
と、アップデート可能なアプリにアップ
デートスイッチが表示されます。

6 “はい”を選択。
■ パスワードを変更する
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “T-Connect”を選択。
4 “Apps 設定”を選択。
5 “パスワード変更” を選択。
6 “ユーザ ID”を選択。
● “次回入力しない”を選択する
と、次回からユーザ ID とパス
ワードが入力された状態の画面が
表示されます。

7 ユーザ IDを入力し、“OK”
を選択。

● ソフトウェアキーボードの使用方
法は、別冊「マルチメディア取扱
書」をご覧ください。

8 “パスワード”を選択。

9 パスワードを入力し、“OK”
を選択。

10“完了”を選択。

Apps 設定を変更する
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3-5. 各種登録・設定

T-Connect を利用するときの各種
設定は、設定・編集画面から行い
ます。
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “T-Connect”を選択。
4 各項目を設定する。

通信設定（P.201）
プライバシー設定（P.202）
オンライン詳細設定
（P.207）
Apps 設定（P.200）

SmartDeviceLink ™ 設定※
※詳しくは、別冊「マルチメディア取扱
書」をご覧ください。

通信に使用する機器を選択するこ
とができます。

1 T-Connect 設定画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集” “T-Connect”を順に
選択。

2 “通信設定”を選択。
3 “通信接続機器”を選択。
4 通信に使用する機器を選択。

知識

●本機がWi-Fi® 接続状態であっても、通
信接続機器側が「Wi-Fi® 設定」になっ
ていない場合、Wi-Fi® によるデータ通
信は行われません。

●次の項目はスマートフォン毎に設定が
保持されます。
･ 使用するスマートフォンの設定
･ 通信接続時の確認

T-Connect 設定を変更す
る

設定・編集画面を表示する

A

B

C

D

E

通信設定

通信接続機器を選択する

警告
●“完了”を選択して設定が終わるま
では、次のような操作をしないでく
ださい。

･ エンジンスイッチ＜パワースイッチ＞
をOFFにする。

･ エンジン＜ハイブリッドシステム＞
を始動しなおす。
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暗証番号などを変更することがで
きます。

プライバシーに関する各種設定を
することができます。
1 T-Connect 設定画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集” “T-Connect”を順に
選択。

2 “プライバシー設定”を選択。
3 各項目を設定する。
● 通信ロックを使う。（P.203）
● 暗証番号を変更する。（P.204）
● 暗証番号を確認する。（P.205）
● T-Connect Viewer の閲覧履歴を
削除する。

● T-Connect Viewer のブックマー
クを削除する。

プライバシー設定について

プライバシー設定を変更する
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通信ロックを使用すると、各機能の動作を下表のように制限することがで
きます。
他人に車を貸す場合など、T-Connect を触らせたくないときや、プライ
ベートな情報を見せたくないときに使用してください。
○：利用できます
：利用できません

通信ロックを使う

機能 動作

ヘルプネット ○

マップオンデマンド（地図更新） 
（Wi-Fi® テザリング対応機器または通
信モジュール（DCM）で更新すると
き）

利用開始／ユーザー設定 

閲覧履歴 

ブックマーク 

オペレーターサービス／オペレーターサービ
スPlus



T-Connect Apps ○（通信を使用するアプリを除く）

T-Connect アプリストア 

WEB検索 

ハイブリッドナビ 

Gメモリ地点情報 ○（保存済みデータのみ）

TCで設定 

施設情報表示 

TC 情報マーク連動サービス ○（情報の読み上げのみ）

リモートメンテナンスメール 

e ケア（診断サービス） ○（DCMによる通話を除く）

e ケア（ヘルスチェックレポート） ○

マイカーカスタマイズ ○（画面表示を除く）
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■ ロックする
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “T-Connect”を選択。
4 “プライバシー設定”を選択。
5 “通信ロック”を選択。
6 “はい”を選択。
■ 解除する
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “T-Connect”を選択。
4 “プライバシー設定”を選択。
5 “通信ロック解除”を選択。
6 暗証番号を入力し、“完了”
を選択。

● 間違えたときは、“修正”を選択
します。

知識

●通信ロックを解除するときは、暗証番
号が必要になります。暗証番号につい
ては、「暗証番号を変更する」をご覧く
ださい。（P.204）

暗証番号は、通信ロック
（P.203）したときに、ロック
を解除するために入力が必要にな
ります。通信ロックを使用すると
きは、まず暗証番号および暗証番
号を忘れたときの質問とその回答
を設定してください。

1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “T-Connect”を選択。
4 “プライバシー設定”を選択。
5 “暗証番号変更”を選択。
6 現在の暗証番号を入力し、“完
了”を選択。

● はじめて設定するときは、
「0000」を入力します。

● 変更するときは、設定してある暗
証番号を入力します。

● 間違えたときは、“修正”を選択
します。

● 暗証番号を忘れたときは、「暗証
番号を忘れた場合」（P.205）
を参照ください。

7 新しく設定したい暗証番号を入
力し、“完了”を選択。

8 新しい暗証番号の確認のため、
再度新しく設定したい暗証番号
を入力し、“完了”を選択。

暗証番号を変更する

注意

●“完了”を選択して設定が終わるま
では、次のような操作をしないでく
ださい。

･ エンジンスイッチ＜パワースイッチ＞
をOFFにする。

･ エンジン＜ハイブリッドシステム＞
を始動しなおす。
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9 “質問”、“回答”を選択し
て、それぞれ入力する。

● ソフトウェアキーボードで入力し
ます。

10“完了”を選択。

知識

●暗証番号は4桁の数字です。初期設定は
「0000」になっています。
暗証番号は、他人にわかりにくい番号
にしておいてください。 

●質問とその回答は、暗証番号を忘れた
場合に暗証番号を表示するために設定
します。（P.205）質問とその回答
は、お客様以外にわかりにくい内容に
しておいてください。

■ 暗証番号を忘れた場合
1 “MENU”スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “T-Connect”を選択。
4 “プライバシー設定”を選択。
5 “暗証番号を忘れた場合”を
選択。

6 “回答”を選択。
7 回答を入力する。
● ソフトウェアキーボードで入力し
ます。

8 “完了”を選択。
9 暗証番号を確認したら、“了
解”を選択。

T-Connect に関する各種設定をす
ることができます。
1 T-Connect 設定画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ“設定・
編集” “T-Connect”を順に
選択。

2 “オンライン詳細設定”を選
択。

3 各項目を設定する。

● 契約の解除手続き※

● T-Connect Viewer の自動読上げ
（P.171）

● Myリクエスト編集
※詳しくは、別冊「マルチメディア取扱
書」をご覧ください。

オンライン詳細設定を変更する
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3-5. 各種登録・設定

1 “TC”スイッチを押す。
2 “ユーザー設定”を選択。

3 各項目の設定・確認をする。

登録しているユーザーの情報や
利用契約内容を確認・変更でき
ます。

サポートアドレス（電話番号や
メールアドレス）の登録を追
加・変更できます。
利用契約を解約することができ
ます。
必要なデータのダウンロードが
できます。
車両登録番号の変更ができま
す。

契約内容・契約者情報の確
認・変更

登録内容や契約者情報の確認・
変更、T-Connect 暗証番号の
変更などを行えます。

契約内容を確認・変更する

A

B

C

D

E
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サポートアドレスは、マイカー
サーチ／マイカーサーチPlus な
どのコンテンツ利用にあたって、
お客様に連絡が必要になった場合
の連絡先です。
T-Connect 申し込み時にご登録い
ただいた連絡先が、サポートアド
レスとして登録されています。
連絡先に変更があった場合に変更
してください。

1 “TC”スイッチを押す。
2 “ユーザー設定”を選択。
3 “サポートアドレスの登録・変
更”を選択。

4 T-Connect 暗証番号を入力。
● T-Connect暗証番号が未設定の場
合、契約 IDとパスワードを入力
し、T-Connect 暗証番号を設定
してください。

5 表示される電話番号を確認した
後、“メール”を選択。

● 電話番号を変更するときは、変更
する電話番号を選択し、入力しま
す。

6 メールアドレスを確認する。
● メールアドレスを変更するとき
は、変更するメールアドレスを選
択し、入力します。

知識

●サポートアドレスの確認・変更は、
T-Connect のWeb サイト
（https://toyota.jp/
tconnectservice/）でも行うことが

できます。

●スマートフォンで迷惑メールの拒否設
定などをされている場合は、以下の発
信元メールを受信できるようにご登録
ください。
［登録する発信元メールアドレス］
t-connect.info@s.tconnect.jp

サポートアドレスについて

サポートアドレスを確認・変
更する
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3-6.ESPO

★：車種、グレード、オプションなどに
より、装備の有無があります。

1 “MENU”スイッチを押
し、“情報”を選択して、情
報画面を表示する。

2 “エコ情報”を選択。
● ESPO画面以外が表示されたとき
は、“ESPO”を選択します。

エコレベル平均値
･ エコレベルメーターの平均値を表示し
ます。

エコレベルメーター
･ ハイブリッド車：ハイブリッドシステ
ムインジケーターの表示がエコエリア
内の状態を継続させることなどでメー
ターが増加します。

･ ガソリン車 ( マニュアルトランスミッ
ション車除く）：エコ運転のレベルを表
示します。マークが増えるほど、環境
に配慮した運転をしていることになり
ます。

エコレベルインジケーター（マ
ニュアルトランスミッション車
除く）

･ エコレベルメーターのレベルに応じて
Good・Excellent が表示されます。
レベルが低い場合は表示されません。

毎分燃費（前回エンジン＜ハイ
ブリッドシステム＞始動～エン
ジン＜ハイブリッドシステム＞
停止）

･ 1分ごとの平均燃費を最大15分前ま
でグラフ表示します。
･ 今回と前回の平均燃費を色分けして表
示します。

毎分燃費（今回エンジン＜ハイ
ブリッドシステム＞始動～現
在）

･ 1分ごとの平均燃費を最大15分前ま
でグラフ表示します。
･ 今回と前回の平均燃費を色分けして表
示します。

更新スイッチ
･ 走行情報などがトヨタスマートセン
ターへ送信されます。

エコカルテスイッチ
･ お車から送信された情報を反映して、
月間の走行距離・ガソリン消費量・
CO2排出量・平均燃費が表示されま
す。

アドバイススイッチ
･ ドライバーの運転操作についてエコ運
転の観点で診断した結果を表示します。
良いところを確認したり、さらに良く
するにはどうしたら良いかを知ること
ができます。
･ エコ運転や環境に関する豆知識を表示
します。

知識

●パソコンや携帯電話のユーザーサイト
でも確認することができます。

ESPOについて★

ESPO 画面の見方

A

B

C

D

E

F

G

H
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4-1. ETC2.0 ユニット（VICS 機能付）

4-1.ETC2.0ユニット（VICS機能付）

※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビキット連動タイプ（光ビーコン機能付）装着
車

ETC2.0サービスについて※

高速道路を中心に設置された「ITSスポット」と車に搭載された
「ETC2.0 ユニット」との間で双方向の高速・大容量通信を行うことに
より、広域な道路交通情報や安全運転を支援する情報を、音声や画面へ
の表示でリアルタイムに提供するサービスです。

● ITS スポット
DSRC通信を利用し、ETC2.0 サービスが行われる場所を「ITSスポッ
ト」と呼びます。

● DSRC（Dedicated Short Range Communication：スポット通信）
これまでETCに用いられてきた通信方式で、高速で大容量の情報を送受
信することが可能です。
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4-1. ETC2.0 ユニット（VICS機能付）
ETC

/ETC
2
.0
シ
ス
テ
ム

ETC2.0 サービスでは、次のサー
ビスが提供されます。

※VICSサービス（FM多重放送、光
ビーコン）については、「VICS・交通
情報を使う」（P.35）を参照してく
ださい。

提供サービス

提供サービス 対応サービス

ETC
自動料金支払い機
能（P.212）

道路交通情報

前方状況情報提供
（音声、図形表示、
画像表示）
（P.42）

施設情報提供
（P.42）

長文（ハイウェイ
ラジオ情報等）の
読上げ（P.42）

渋滞、規制情報提
供 ( 地図表示・案内
)
(P.35)

安全運転支援情報
前方障害物情報提
供（音声、図形表
示）（P.41）

ETC/ETC2.0 割引

平日朝夕割引、休
日割引、深夜割引、
外環道迂回割引

ETC2.0 割引

注意

●ETC/ETC2.0 割引の対応サービス
は、２０１９年９月現在のものです。
詳しい割引サービス情報やその適用
条件は、各道路事業者のHP情報等
でご確認ください。

●ETC2.0 ユニット（VICS機能付）
は、今後のシステム変更や上記以外
のサービスに対応できない場合があ
ります。また、ITSスポットから提
供される通信データが予告なく停止
しサービスが受けられない場合があ
ります。あらかじめご了承ください。
詳しくはトヨタ販売店へお問い合わ
せください。
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4-2.ETC システム

※ETC車載器（ビルトイン）ナビキット
連動タイプ装着車／ ETC2.0 ユニット
（ビルトイン）ナビキット連動タイプ
（光ビーコン機能付）装着車

● ETC車載器及びETC2.0 ユニット
のセットアップ手続きが完了して
いるかを確認をしてください。

●「道路事業者からのお願い」
（P.235）をよくお読みくださ
い。特に、次の点に注意してくだ
さい。

知識

●お車のナンバープレートが変更になっ
た場合、お車をけん引可能な車両に改
造した場合、再度 ETC車載器及び
ETC2.0 ユニットのセットアップ手続
きが必要になりますので、トヨタ販売
店にご相談ください。

ETCサービスについて※

ETC（Electronic Toll 
Collection）サービスは、有料
道路の通過をスムーズに行うた
めに、自動で料金を精算するシ
ステムです。
路側無線装置と車両のETC車載
器及び ETC2.0 ユニットとの間
で通信を行い、料金はお客様が
登録されたETCカードの引き落
とし口座から後日引き落とされ
ます。

ETCを利用する前に

警告
●安全のため、運転者は走行中にETC
カードの抜き差しや、ETC車載器及
び ETC2.0 ユニットの操作を極力し
ないでください。
走行中の操作はハンドル操作を誤る
など思わぬ事故につながるおそれが
あり危険です。車を停車させてから
操作をしてください。
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ETC

/ETC
2
.0
シ
ス
テ
ム

■ ETCカードを挿入する前

■ ETCカードを挿入した後

注意

●ETC車載器及びETC2.0 ユニットを
用いたサービスには、様々な制約が
あります。
サービス提供者が案内する利用方法
をご確認ください。

●路側無線装置との通信の妨げになら
ないよう、ETCアンテナの上方には
物を置かないでください。

●ETCアンテナの近くに電波を発する
電子機器を設置しないでください。
電波干渉により、無線通信が正常に
行われず、開閉バーが開かない、料
金決済サービスが正しく受けられな
い等の原因となる可能性があります。
＜干渉の可能性がある主な機器＞
・ Wi-Fi® を搭載した機器（モバイル
ルータ、携帯電話等）
・ トヨタ純正品以外の無線機器
＜干渉が発生した場合の対処＞
・ ETCアンテナからできるだけ距離
を離し設置するか、干渉する機器を
取り外して下さい。
・ Wi-Fi® を搭載した機器は、
2.4GHz ワイヤレスネットワークを
選択して下さい。（可能であれば）

●フロントガラスのよごれや積雪がひ
どい場合は、それらを取り除いてく
ださい。

●車両1 台に対して複数の ETC車載器
又は ETC2.0 ユニットを取りつける
と、ゲートの開閉バーが開かないこ
とがあります。

注意

●ETC カードに記載された有効期限
を、あらかじめ確認してください。
ETC カードの有効期限が切れている
と、開閉バーが開かず、思わぬ事故
につながるおそれがあります。

●セロハンテープ・シールなどが貼っ
てある ETC カードは使用しないで
ください。

●ETCカード接点に汚れが付着してい
ないかを確認してください。
汚れが付着していると、エラーが発
生したり、開閉バーが開かなくなる
恐れがあります。
ETCカードは汚れの付きにくい場所
に保管するとともに、ETC接点部を
定期的にクリーニングしてください。
（P.218）

注意

●ETCを利用する際は、あらかじめ
ETCカードが確実に ETC車載器及
び ETC2.0 ユニットに挿入されてい
ることと、ETC車載器及び ETC2.0 
ユニットが正常に作動していること
を確認してください。

●ETC車載器及びETC2.0 ユニットが
ETCカードを認証するまでには数秒
かかりますので、料金所手前でETC
カードを挿入すると、開閉バーが開
かず、思わぬ事故につながるおそれ
があります。

●ETCゲート手前、ETCゲート、高速
道路を走行中、ETCカードを抜いた
り挿したりしないでください。ETC
カード内のデータが破損したり、正
しく料金清算が行われなくなる恐れ
があります。
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■ 料金所を通過するときは
ETC料金所には、料金支払い方法
に応じて、ETC専用車線、混在車
線、一般車線（一般レーン）があ
ります。
ETCを利用する場合は、ETC専
用車線、混在車線に進入してくだ
さい。ただし、高速道路利用中、
カード書込みエラー通知などあっ
た場合は、一般車線（一般レーン）
もしくは、混在車線を利用してく
ださい。

■ スマート ICについて

注意

●ETC車線（「ETC専用」又は「ETC
／一般」）の進入は、十分な車間距離
をとり、約20km/h 以下の安全な速
度で進入してください。

●ETC車線を通行するときは、前車と
の車間距離を保持した上で、開閉
バーの手前で安全に停止できるよう
に十分に減速し、開閉バーが開いた
ことを確認してから通行してくださ
い。

●ETC車線で、開閉バーが開かない等
の理由で停止された場合には、危険
ですので絶対に車をバックさせない
でください。

注意

●スマート ICは、ETC専用インター
チェンジです。

●車が停止した状態で通信のやりとり
が行われ、開閉バーが開くシステム
となっておりますので、必ず開閉
バーの手前で一旦停止してください。
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ETC

/ETC
2
.0
シ
ス
テ
ム

■ 車載器管理番号について

車載器管理番号シールを貼って大切に保管してください。

注意

●車載器管理番号は、ETCの各種登録型サービスを受ける場合にあたって必要な番号
です。『セットアップ申込書・証明書（お客様保存用）』を大切に保管していただく
とともに、車載器管理番号を別に記録し、保管するようにしてください。
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■ 商標について

● は、一般財団法人 ITS サービス高度化機構（ITS-TEA）の登録商標
です。

● は、一般財団法人 ITS サービス高度化機構（ITS-TEA）の登録
商標です。

● は、一般財団法人 ITS サービス高度化機構（ITS-TEA）の登録商
標です。

● は、国土交通省道路局の登録商標です。
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ETC

/ETC
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ム

エンジンスイッチ＜パワースイッ
チ＞をACCまたはONにすると、
ETC車載器及び ETC2.0 ユニッ
トの電源が入ります。

利用履歴確認スイッチ
緑ランプ
スピーカー部
橙ランプ
音量調整スイッチ
ETCカード挿入口
イジェクトスイッチ

知識

●ETC車載器及び ETC2.0 ユニットは電
波法の基準に適合しています。製品上
の記載を削除しないでください。また、
ETC車載器及び ETC2.0 ユニットを分
解・改造すると、法律により罰せられ
ることがあります。

ETC車載器及びETC2.0 
ユニットの操作

ETC車載器及び ETC2.0 ユ
ニットについて

A

B

C

D

E

F

G

注意

●ETC車載器及びETC2.0 ユニットの
内部に異物などを入れないでくださ
い。ETC車載器及び ETC2.0 ユ
ニットが故障するおそれがあります。

●ETC車載器及びETC2.0 ユニットに
衝撃を与えないでください。ETC車
載器及び ETC2.0 ユニットが、故
障・破損するおそれがあります。

●濡れた手でETC車載器及びETC2.0 
ユニットに触れたり、水（液体など）
を付着させないでください。ETC車
載器及び ETC2.0 ユニット内部に水
が入り、故障・破損するおそれがあ
ります。また、付着した液体の成分
によっては、ETC車載器及び
ETC2.0 ユニットが変形・変色・故
障する場合があります。

●よごれたときは、柔らかい乾いた布
でよごれをふき取ってください。
ワックス、シンナー、アルコールな
どの薬品は絶対に使用しないでくだ
さい。ETC車載器及び ETC2.0 ユ
ニットが変形・変色・故障する場合
があります。
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ETCカードはお客様にて、別途お
申し込みが必要です。

金属端子（ICチップ）
ETCカード

※クリーニングカードはお車に付帯され
ておりません。

ETCカードの金属端子部はきれい
に見えても手の脂や化粧品等で汚
れている場合があります。このよ
うなカードを使い続けると、ETC
車載器及び ETC2.0 ユニット内部
のカード接点に汚れが転写、堆積
する場合があり、ETC車載器及び
ETC2.0 ユニットで ETCカード
を認証できずエラーが発生したり、
ETCゲートの開閉バーが開かなく
なるおそれがあります。そのため、
ETC車載器及び ETC2.0 ユニッ
ト内部のカード接点部をきれいに
保つ必要がありますので、定期的
にクリーニングカードでの清掃を
おすすめします。以下のような症
状がでた場合には、クリーニング
カードでのETC車載器及び
ETC2.0 ユニットの清掃と、きれ
いで乾いた柔らかい布でのETC
カードの金属端子部の清掃を実施
してください。
クリーニングカードでの清掃につ
いて、詳しくはトヨタ販売店にご
相談ください。
● クリーニングカード使用通知
(P.222) の案内があった場合

● ETCカード挿入時に認証エラーが
でた場合

● ETCゲートの出口で開閉バーが開
かなかった場合

● 他車両のユニットでカード認証で
きて自車両のユニットで認証エ
ラーが発生する場合

ETCカードについて

注意

●ETCカードの取り扱いについては、
ETCカード発行会社の提示する注意
事項にしたがってください。

●ETCカードには有効期限があります。
有効期限内のETCカードをご利用く
ださい。

●変形、または破損した ETCカードは
使用しないでください。

●ETCカードの金属接点部に手で触っ
たり汚れた財布などに保管しないで
ください。

●金属端子（IC チップ）が汚れている
ETCカードは使用しないでくださ
い。

A

B

ETC車載器及び ETC2.0 ユ
ニット内部のカード接点のク
リーニング※
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ETC

/ETC
2
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シ
ス
テ
ム

1 エンジン＜ハイブリッドシステ
ム＞を始動する。

● ETC車載器及びETC2.0 ユニット
の電源が入り、緑ランプと橙ラン
プが同時に点灯し、しばらくする
と消灯します。

2 図のように正しい挿入方向で、
ETCカードを ETC車載器及び
ETC2.0 ユニットにしっかり差
し込む。

金属端子（ICチップ）
ETCカード

●「ピッ」とブザー音が出力され、
緑ランプが点滅します。

3 ETCカードが認証される。
 正しく認証された場合
● 音声案内
･ ETCカード有効期限が翌月以降のとき
「ポーン ETCカードが挿入されまし
た」

･ ETCカード有効期限が当月のとき
「ポーン ETCカードの有効期限は今月
末です カードをお確かめください」

● 画面表示
･ ETCカード有効期限が翌月以降のとき
「ETCカードが挿入されました」
･ ETCカード有効期限が当月のとき
「ETCカードの有効期限は今月末です 
カードをお確かめください」

● ETC車載器及びETC2.0 ユニット
緑ランプが点灯したまま。

 正しく認証されなかった場合
● 橙ランプが点滅し、エラー発話と
統一エラーコードが画面に表示さ
れます。（P.232）
いったん ETC カードを抜き、挿
入方向を確認して再度差し込んで
みてください。それでもエラー
コードが通知された場合は、「統
一エラーコード一覧」の対処方法
にしたがってください。対処を実
施してもエラーが続くときは、ト
ヨタ販売店に相談をしてくださ
い。

知識

●エンジン＜ハイブリッドシステム＞始
動前に ETCカードが挿入されている場
合、[ETCカード有効期限が翌月以降の
とき ] の音声案内と画面表示はされま
せん。

●エンジン＜ハイブリッドシステム＞始
動直後に ETCカードを挿入すると、　
[ETC カード有効期限が当月のとき ] の
音声案内および画面表示が遅れて通知
されることがあります。

●ETCカード有効期限が当月のときの通
知する／しないの設定は通知設定画面
の ETCカード有効期限切れ事前通知で
行えます。（P.231）

●橙ランプが点灯しているときは、ETC
車載器及び ETC2.0 ユニットのセット
アップ手続きができていないので使用
できません。

ETCカードを挿入する

A

B
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ETCカードを挿入したとき、また
はETCカード挿入状態でエンジン
スイッチ＜パワースイッチ＞を
ACCまたはONにすると、次のよ
うに有効期限切れ通知が行われま
す。
音声案内
「ポーン　ETCカードの有効期限
が切れています」
画面表示
「ETCカードの有効期限が切れて
います」
ETC車載器及び ETC2.0 ユニッ
ト
ランプ表示：緑ランプが点灯した
まま

知識

●エンジン＜ハイブリッドシステム＞始
動直後に ETC カードを挿入すると、音
声案内および画面表示が遅れて通知さ
れることがあります。

●有効期限切れ通知は、通知設定画面
（P.231）で ETC音声案内や ETC
割込表示を「しない」にした場合でも、
音声案内と画面表示が行われます。

注意

●緑ランプが点灯した場合でも、解約
済み、または有効期限が切れている、
またはカード会社が使用無効とした
ETCカードを使用した場合、ETC
車線に設置されている開閉バーが開
かないことがあります。

●料金所のカードリーダでは正しく認
証されないのに緑ランプが点灯する
場合がありますが、ETC車載器及び
ETC2.0 ユニットの故障ではありま
せん。このような時は、カード会社
にカードの再発行を申し出てくださ
い。

●ETCカードの有効期限案内は、補助
手段として使用してください。ETC
を使用する前は、ETCカードに記載
されている有効期限を確認してくだ
さい。

●ETCカードはエンジン＜ハイブリッ
ドシステム＞始動後に挿入してくだ
さい。エンジン＜ハイブリッドシス
テム＞始動前に挿入されていると
ETCカード内のデータが破損するお
それがあります。

●緑ランプが点滅中はETCカードを抜
かないでください。ETCカード内の
データが破損するおそれがあります。

有効期限切れ通知について

注意

●GPSの受信状態により、ごく稀に
誤って有効期限切れ通知をすること
がありますが、ETC車載器及び
ETC2.0 ユニットの故障ではありま
せん。誤った通知が継続する場合は、
トヨタ販売店で点検を受けて相談し
てください。
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1 車を停車し、エンジン＜ハイブ
リッドシステム＞を停止させる
前に ETC車載器及び ETC2.0 
ユニットのイジェクトスイッチ
を押す。

イジェクトスイッチ

● ETCカードを抜く前に、エンジン
＜ハイブリッドシステム＞を停止
すると、カード抜き忘れをお知ら
せする音声案内が、ETC車載器
及びETC2.0 ユニットより出力
されます。（P.221）

2 ETC 車載器及び ETC2.0 ユ
ニットから ETCカードを抜く。

知識

●ETCカードを放置してお車から離れな
いでください。ETCカードが盗難にあ
うおそれがあります。

●ETC通信時にカード書き込みエラーが
発生していた場合、書き込みエラー通
知がETC車載器及び ETC2.0 ユニッ

トから出力されることがあります。
（P.222）

■ カード抜き忘れ警告について
ETCカードを抜く前に、エンジン
＜ハイブリッドシステム＞を停止
すると、ETC車載器及び ETC2.0 
ユニットから「ピーッ、カードが
残っています」と音声が出力され
ます。

知識

●警告通知ON/OFF の切り替え設定は、
車を停車し、ETC車載器及び ETC2.0 
ユニットに ETCカードが挿入され、緑
ランプが点灯している状態で、利用履
歴確認スイッチと音量調整スイッチを
同時に約2秒間押し続けます。操作を
するごとにON/OFF が切り替わり
（ETC車載器及び ETC2.0 ユニットか
ら「ピッ」もしくは「ピッピッ」と音
がします）、以後選択した設定が保持さ
れます。

●ON/OFF の切り替え設定後、設定内容
が音声にて通知されます。

●カード抜き忘れ警告のする／しないの
設定は ETC/ETC2.0 の設定・編集画
面（P.231）でも行えます。

●エンジン＜ハイブリッドシステム＞を
停止したときに、クリーニングカード
使用通知 (P.222)、またはカード書

注意

●ナビゲーションシステムを12Vバッ
テリーターミナルから脱着したあと
に起動した場合、GPS情報受信後、
数分間は有効期限切れ通知されない
ことがあります。（P.143）

ETCカードを抜く

A

注意

●ETCカードを放置してお車から離れ
ないでください。車内の温度上昇に
より、ETCカードが変形したり、
ETCカード内のデータが破損するお
それがあります。

●ETCカードが取り出せなくなった場
合。無理に取り出さず、トヨタ販売
店にお問い合わせください。
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込みエラー通知 (P.222) があった場
合には、カード抜き忘れ警告の音声は
出力されません。

■ クリーニングカード使用通知に
ついて

ETC車載器及び ETC2.0 ユニッ
ト内部のカード接点部が汚れてい
る可能性があった場合、エンジン
＜ハイブリッドシステム＞を停止
すると、ETC車載器及び ETC2.0 
ユニットから「ピッピッ、ETCの
カード接点が汚れている可能性が
あります。クリーニングカードを
使用してください。」と音声が出力
されます。

知識

●この通知があった場合、クリーニング
を実施してください。（P.218）

●この通知は、ETC車載器及び ETC2.0 
ユニットの故障を知らせる案内ではあ
りません。クリーニング実施後、エ
ラー通知が無ければ、ETC車載器及び
ETC2.0 ユニットを交換せずご利用が
可能です。エラー通知が継続するよう
な場合には、トヨタ販売店に相談をし
てください。

■ カード書込みエラー通知につい
て

ETCカードへのデータ書込みエ
ラーがあった場合、カードを抜く
か、または、エンジン＜ハイブ
リッドシステム＞を停止すると、
ETC車載器及び ETC2.0 ユニッ
トから「ピーッ、ETC利用時に
カードに書き込みできませんでし
た。高速道路をご利用中の方は、
一般レーンを走行してください。
コード11。」と音声が出力されま
す。

知識

●高速道路を降りた後にカード書き込み
エラーを通知した場合、その後の ETC
ゲートでは正常にご利用できます。

●ETC車載器及び ETC2.0 ユニット内部
のカード接点部が汚れている可能性が
あるため、高速道路をご利用後、ク
リーニングを実施してください。
（P.218）

●この通知は、ETC車載器及び ETC2.0 
ユニットの故障を知らせる案内ではあ
りません。クリーニング実施後、エ
ラー通知が無ければ、ETC車載器及び
ETC2.0 ユニットを交換せずご利用が
可能です。エラー通知が継続するよう
な場合には、トヨタ販売店に相談をし
てください。

注意

●高速道路をご利用中の場合は、出口
料金所での通行料金のお支払いは、
係員のいる車線（「一般」又は
「ETC/ 一般」）で、一旦停車して、
ETCカードを係員にお渡しくださ
い。料金精算機のある車線では、「係
員呼出ボタン」を押して係員を呼び
出してください。
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走行中は、次のようにETC車載器
及び ETC2.0 ユニットのランプ表
示と通知が行われます。ただし、
運転者は走行中にランプ表示を見
ないでください。思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。
■ ETCゲート（入口）、検札所、
予告アンテナ、ETCカード未挿
入お知らせアンテナを通過した
とき

開閉バー
予告アンテナ／ ETCカード未
挿入お知らせアンテナ
進行方向

 通信が正常に行われた場合
ETC車載器及び ETC2.0 ユニッ
ト
ランプ表示：緑ランプ点灯したま
ま

通知音※：「ピンポン」
※ETCカード未挿入お知らせアンテナを
通過したときは通知されません。

 通信が正常に行われなかった場
合

橙ランプが点滅し、統一エラー
コードが画面に表示されます。
（P.232）
■ ETCゲート（出口／精算用）を
通過したとき

開閉バー
進行方向

 通信が正常に行われた場合
ETC車載器及び ETC2.0 ユニッ
ト
ランプ表示：緑ランプ点灯したま
ま
通知音：「ピンポン」
通行料金が画面表示と音声で案内
されます。
 通信が正常に行われなかった場
合

橙ランプが点滅し、統一エラー
コードが画面に表示されます。
（P.232）

車両走行中のETC車載器及び
ETC2.0 ユニットのランプ表示
と音声案内について

A

B

C

A

B
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知識

●路側無線装置により通信が正常に行わ
れた場合、1つの ETCゲートで「ピン
ポン」音が2回通知されることがあり
ます。

●予告アンテナは、料金所の手前に設置
され、ETC車載器及び ETC2.0 ユニッ
トと通信し、ETCゲートを利用できる
かどうかを運転者にあらかじめ通知す
るためのアンテナです。

●ETCカード未挿入お知らせアンテナは、
料金所の手前に設置され、ETC車載器
及びETC2.0 ユニットと通信し、ETC
カードが挿入されていない場合に、運
転者にあらかじめ通知するためのアン
テナです。

●予告アンテナ・ETCカード未挿入お知
らせアンテナは、道路側のシステムに
より、設置されている場合と設置され
ていない場合があります。

●通行料金の画面表示・音声による案内
は、割り引きなどにより実際と異なる
場合があります。
また、他のナビ案内などと重なったと
きは、通行料金の画面表示・音声によ
る案内は行われない場合があります。

有料道路の利用日および通行料金
を音声で確認できます。
ETCカードが挿入され、緑ランプ
が点灯している状態で停車中に利
用できます。
1 利用履歴確認スイッチを押す。

利用履歴確認スイッチ

● 最新の利用履歴が音声で案内され
ます。

● 押すごとに、古い利用履歴に切り
替わります。なお、最も古い利用
履歴の次は、最新の利用履歴に切
り替わります。

● 利用履歴発話中は、緑ランプが点
滅します。

● 案内終了後、約1秒以上たってか
らスイッチを押した場合は、最新
の利用履歴から案内されます。

知識

●利用履歴は ETCカードに記録されるた
め、記録件数は使用するETCカードに
より異なります。（最大100件）

●利用履歴は消去することができません。
ただし、利用履歴の最大記録件数を超
えた場合は、最も古い利用履歴が消去
されます。

●利用履歴がない場合は、「利用履歴はあ

注意

●ETCゲート通過時は、ETCゲート付
近に表示されている案内にしたがっ
て走行してください。ETC車載器及
び ETC2.0 ユニットやナビゲーショ
ンシステムでは、エラーが案内され
ない場合があります。

ETC車載器及び ETC2.0 ユ
ニットでの利用履歴を確認する

A
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りません」と案内されます。

●利用日の情報が正しくない場合は、「利
用日付は不明です」と案内されます。

●通行料金の情報が正しくない場合は、
「料金は不明です」と案内されます。

●利用履歴は画面でも確認することがで
きます。（P.229）

●カード接点の汚れ等により料金所情報
が ETCカードに書き込みできなかった
場合、該当する料金所の料金履歴は案
内されません。ただし、該当料金所を
無線走行または ETCカードで料金清算
された場合は、道路事業者のインター
ネットサービス（ETC利用照会サービ
ス）で料金履歴を確認できます。サー
ビス詳細は道路事業者にお問い合わせ
下さい。

ETC車載器及び ETC2.0 ユニッ
トから出力される音声案内の音量
を調整することができます。
1 音量調整スイッチを押す。

音量調整スイッチ

● 音量は、スイッチを押すごとに音
量0から音量4まで1ずつ切り
替わり、音量4の次は音量0に
なります。

● 音量1から音量4に調整したとき
は、ETC車載器及び ETC2.0 ユ
ニットから「音量○○です」と音
声案内が出力されます。

● 音量0に調整したときは、ETC車
載器及び ETC2.0 ユニットから
「音声案内を中止します」と音声
案内が出力されます。

知識

●ETC車載器及び ETC2.0 ユニットの音
量調整は以下のような案内に有効です。
･ 未セットアップ状態の通知
･ エラー発生時のブザー音
･ カード抜き忘れ警告
･ クリーニングカード使用通知
･ カード書込みエラー通知
･ ETC車載器及び ETC2.0 ユニットでの
利用履歴の確認
･ ETC車載器及び ETC2.0 ユニットの音

注意

●ETCゲート付近では、利用履歴の確
認を行わないでください。路側無線
装置と通信ができなくなるなど、
ETC車線に設置されている開閉バー
が開かず、思わぬ事故につながるお
それがあります。

ETC車載器及び ETC2.0 ユ
ニットの音量を調整する

A
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量調整時の案内

●音声案内を中止（音量0）、または音量
1に設定してあっても、エラー発生時
には音量2で出力されます。

●ETC車載器及び ETC2.0 ユニットが未
セットアップ状態（セットアップ手続
きをしていない状態）の通知は、ETC
車載器及び ETC2.0 ユニットを消音
（音量0）にすると出力されません。

ETC車載器及び ETC2.0 ユニッ
トでのセットアップ情報を音声で
確認できます。
● カード未挿入状態でETC車載器及
び ETC2.0 ユニットの電源を入
れ、緑ランプと橙ランプが点灯中
に利用履歴確認スイッチを押し続
けると、セットアップ情報通知
モードが起動します。

● セットアップ情報通知モードに入
ると、車載器管理番号を通知しま
す。その後、利用履歴確認スイッ
チを押す毎に、型式登録番号、型
式、ETCセットアップカード発
行年月日、DSRCセットアップ
カード発行年月日の順に通知しま
す。DSRCセットアップカード発
行年月日の通知の後に利用履歴確
認スイッチを押すと、車載器管理
番号の通知に戻ります。

● セットアップ情報通知モード起動
後は、以下の操作を行うことによ
りモード状態を抜け、ETC車載
器及びETC2.0 ユニットは通常
の動作となります。

･ ETCカード挿入
･ エンジンスイッチ＜パワースイッチ＞
の操作
･ セットアップ情報通知の発話終了から
約1分後

ETC車載器及び ETC2.0 ユ
ニットでセットアップ情報を確
認する
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1 “MENU”スイッチを押す。
2 “情報”を選択。
3 “ETC” または “ETC2.0”
を選択。

4 ETC/ETC2.0 画面が表示され
る。

現在のETC/ETC2.0 システムの
状態が表示されます。

ETC/ETC2.0画面の操作

ETC/ETC2.0 画面を表示する

ETC/ETC2.0 メッセージについ
て

メッセージ 状態

ETCカード
確認中

ETCカードを読み込んで
います。

ETCカード
挿入済み

ETCカードが挿入されて
いることを確認しました。

システム異常

ETC車載器及びETC2.0 
ユニットまたは ETCアン
テナに何らかの異常が発
生しています。

ETCカード
異常

ETCカードを読み込むこ
とができませんでした。

ETCカード
未挿入

ETCカードが挿入されて
いません。

未セットアッ
プ

ETC車載器及びETC2.0 
ユニットがセットアップ
されていません。

セットアップ
完了

ETC車載器及びETC2.0 
ユニットがセットアップ
されました。
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ETCゲートを通ったときや、エ
ラーが発生したときに表示されま
す。
ETCカードを ETC車載器及び
ETC2.0 ユニットに挿入したとき
の認証状態や、ETCカードの有効
期限が切れている、または当月末
で切れるときは、表示とともに音
声でも案内されます。

知識

●地図を表示しているときの通行料金案
内は、通知設定画面の ETC割込表示
（P.231）を「しない」に設定してい
るときでも、画面左上に表示されます。

●表示される通行料金は道路事業者の割
り引きなどにより実際と異なる場合が
あります。
また、他のナビ案内などと重なったと
きは、通行料金の割込表示・音声によ
る案内は行われない場合があります。

ETCカードを挿入すると、画面上
部にETC/ETC2.0 マークが表示
されます。
 ETC2.0 ユニット（ビルトイン）
ナビキット連動タイプ（光ビー
コン機能付）装着車

ETC2.0 マーク表示

 ETC車載器（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ装着車

ETC マーク表示

● ETC/ETC2.0 マーク表示はカー
ド挿入状態を表しており、必ずし
もETCゲートを通過できること
を表してはいません。

● ETCカードの有効期限が切れてい
る場合は、ETC/ETC2.0 マーク
は表示されません。

● ETC2.0 走行情報のアップリンク
の設定を「しない」とした場合、
ETCマークが表示されます。

ETC割込表示について ETC/ETC2.0 マーク表示につい
て

A

A
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（P.45）※

● ナビゲーションシステムを12V
バッテリーターミナルから脱着し
たあとに起動した場合、GPS情
報受信後、数分間は
ETC/ETC2.0 マークが表示され
ないことがあります。（P.143）

※ETC2.0 ユニット（ビルトイン）ナビ
キット連動タイプ（光ビーコン機能付）
装着車

1 ETC/ETC2.0 画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ  “情報” 
 “ETC” または “ETC2.0” 
を順に選択。

2 “履歴情報表示”を選択。
3 履歴表示を切り替える。
“最新”：最新の履歴に戻る

“詳細”：利用区間を表示する

知識

●表示させることができる履歴は、ETC
カードに記録されるため、記録件数は
使用する ETCカードにより異なりま
す。（最大100件）

●道路事業者の設定する料金所情報に追
加・変更があった場合、利用区間が正
しく表示されないことがあります。

●カード接点の汚れ等により料金所情報
が ETCカードに書き込みできなかった
場合、該当する料金所の履歴情報は表
示されません。ただし、該当料金所を
無線走行または ETCカードで料金清算
された場合は、道路事業者のインター
ネットサービス（ETC利用照会サービ
ス）で料金履歴を確認できます。サー
ビス詳細は道路事業者にお問い合わせ
下さい。

履歴を表示する

注意

●ETCゲート付近で履歴を表示させる
と、路側無線装置との通信ができな
くなるなど、ETC車線に設置されて
いる開閉バーが開かず、思わぬ事故
につながるおそれがあります。
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最後に発生した統一エラーコード
が確認できます。
1 ETC/ETC2.0 画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ  “情報” 
 “ETC” または “ETC2.0” 
を順に選択。

2 エラー発生時、“登録情報表
示”を選択。

知識

●現在のエラーを表示している訳ではあ
りません。各エラーコードの対処方法
については、「統一エラーコード一覧」
の対処方法にしたがってください。
（P.232）
対処を実施してもエラーが続くときは、
トヨタ販売店に相談をしてください。

お客様の車のETC車載器及び
ETC2.0 ユニットに登録された情
報が表示されます。
1 ETC/ETC2.0 画面を表示す
る：

● “MENU” スイッチ  “情報” 
 “ETC” または “ETC2.0” 
を順に選択。

2 “登録情報表示”を選択。

統一エラーコードを表示する ETC/ETC2.0 登録情報を表示す
る
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1 “MENU” スイッチを押す。
2 “設定・編集”を選択。
3 “ETC” または “ETC2.0” 
を選択。

4 設定したい項目を選択。
● 選択するごとに、する／しないが
切り替わります。

「ETC割込表示」（P.228）
ETC車載器及び ETC2.0 ユ
ニットを利用するときに、音声
を出力します。
エンジンスイッチ＜パワース
イッチ＞をOFF から ACCま
たはONにしてから約20秒以
上経過したとき、カードの差し
忘れなどを画面に表示して警告
します。
エンジンスイッチ＜パワース
イッチ＞をOFF から ACCま
たはONにしてから約20秒以
上経過したとき、カードの差し
忘れなどを音声で警告します。
ETCカードが挿入されている
状態で、エンジンスイッチ＜パ
ワースイッチ＞をACCまたは
ONからOFF にしたとき、
カードの抜き忘れを ETC車載
器及び ETC2.0 ユニットから

の音声で警告します。
ETC カードを挿入したとき、
またはETCカード挿入状態で
エンジンスイッチ＜パワース
イッチ＞をACCまたはONに
すると、ETCカードの有効期
限が当月であるときに、画面表
示および音声案内します。

知識

●ナビゲーションシステムを12Vバッテ
リーターミナルから脱着したあとに起
動した場合、「ACCオン時警告表示」
及び「ACCオン時警告音声案内」の、
画面表示と音声案内がされないことが
あります。また、ETC車載器及び
ETC2.0 ユニットから音声案内がされ
ることがあります。

ETCの通知設定をする

A

B

C

D

E

注意

●ETCカードを更新して新しいものに
変更した場合、カード有効期限切れ
事前通知を「する」に設定して下さ
い。通知設定を「しない」のままで
すと、事前通知がされません。

F
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エラーが発生すると、統一エラーコードが画面に表示されます。
この場合は、次の表にもとづき、対処をしてください。
（例）エラー01が発生したときは、次のように音声で案内されると同時に、統一エ
ラーコードが画面に表示されます。

音声案内：「ポーン ETCカードが挿入されていません」

画面表示：「ETCカードが挿入されていませんコード〔01〕」

エラーコードについて

統一エラーコード一覧について

統一エラー
コード

エラー発生のタ
イミング

エラー発生の主な原
因

対処方法

01

料金所通過前

ETCカードを挿入し
ていない

安全を確保して ETCカードを
正しく入れ直すか、「一般」又は
「ETC/ 一般」車線に進入してく
ださい

●料金所通過時

●高速道路走行
時

●ETCカードを正しく入れ直し
てください

●料金所では係員の指示に従っ
てください

02

●ETCカード挿
入時

●利用履歴読出
時

ETCカードのデータ
が読み出せない

●ETCカードを正しく入れ直し
てください

●カード接点のクリーニングを
してください（P.218）

03
ETCカード挿入
時

●ETCカード以外を
挿入した

●挿入する向き（前
後表裏）が正しく
ない

●ETCカードが汚れ
ている

●挿入したカードがETCカード
かを確認ください

●ETCカードを正しい向きで入
れてください

●カード接点のクリーニングを
してください（P.218）

04

エンジンスイッ
チ＜パワース
イッチ＞をACC
またはON時

ETC車載器及び
ETC2.0 ユニットの
故障

●エンジン＜ハイブリッドシス
テム＞をかけなおす

●トヨタ販売店に相談してくだ
さい
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05
ETCカード挿入
時

●ETCカード以外を
挿入した

●ETCカード認証エ
ラー

●挿入したカードがETCカード
かを確認ください

●ETCカードを正しく入れ直し
てください

●カード接点のクリーニングを
してください（P.218）

06
●料金所通過時

●高速道路走行
時

ETC車載器及び
ETC2.0 ユニットと
路側無線装置との
データ処理エラー

料金所の係員の指示に従ってく
ださい

07

●料金所通過時

●高速道路走行
時

ETC車載器及び
ETC2.0 ユニットと
路側無線装置との
データ処理エラー

料金所の係員の指示に従ってく
ださい

●エンジンス
イッチ＜パ
ワースイッチ
＞をACCまた
はON時

●ETCカード挿
入時

アンテナの接続が外
れている

トヨタ販売店に相談してくださ
い

11 料金所通過時
ETCカードにデータ
の書き込みができな
い

●高速道路利用中、カード書込
みエラー通知があった時は係
員のいる車線に進入してくだ
さい（P.222）

●高速道路を降りた後にカード
書込みエラー通知があった時
は、その後の ETCゲートで
は正常にご利用できます
（P.222）

●カード接点のクリーニングを
してください（P.218）

統一エラー
コード

エラー発生のタ
イミング

エラー発生の主な原
因

対処方法
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知識

●以下の設定にした場合は、エラーが発
生しても音声案内は出力されません。
ETC車載器及び ETC2.0 ユニットから
ブザー音のみが出力されます。

･ ETC/ETC2.0 の設定・編集画面で、
ETC音声案内（P.231）を「しな
い」に設定したとき

･ ナビゲーションの音量設定画面
（P.89）で、「消音」に設定したとき

●ETCカード未挿入お知らせアンテナな
どと通信した際に、統一エラーコード
〔01〕と通知されることがありますが、
ETC車載器及び ETC2.0 ユニットの故
障ではありません。

●ETC車載器及び ETC2.0 ユニットの無
線通信を利用して、駐車場管理システ
ムが運用されています。有料道路の料
金支払いと異なる通信を行った場合、
画面表示・“登録情報表示”で確認で
きる統一エラーコードが〔01〕もしく
は〔07〕と表示されることがあります
が、ETC車載器及び ETC2.0 ユニット
の故障ではありません。

ETC車載器及び ETC2.0 ユニッ
トは、最後に発生した統一エラー
コードを記録しています。
1 ETCカードが挿入されている
場合は、ETCカードを抜く。

2 利用履歴確認スイッチを約2秒
以上押す。

利用履歴確認スイッチ

● 最後に案内された統一エラーコー
ドが音声で案内されます。
なお、統一エラーコードの確認
は、ETC/ETC2.0 画面でも行う
ことができます。（P.230）

記録されている統一エラーコー
ドを確認する

A
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必ず、ETCシステム利用規程等を
お読みください
ETCシステム利用規程、同実施細
則（以下「利用規程等」という。）、
ETCカードの利用約款などに、ご
利用上の注意事項が記載されてい
ます。また、特にエラーや事故の
発生原因になり得る重要な事項に
ついて、以下に記載しましたので、
ETCのご利用前に、利用規程等と
併せて必ずお読みください。

専門の取付店で車載器を取り付け
てください
車両への車載器の取り付けは、専
門の取付店等で確実に行ってくだ
さい。車載器のアンテナユニット
（一体型の場合は車載器本体）は、
車両の中心付近に車載器メーカー
の推奨する方法で取り付けてくだ
さい。取り付け位置などが不適切
な場合、正常に通信できず開閉
バーが開かないことがあります。
車載器メーカーが販売する車載器
を分解・改造することは、禁止さ
れています。分解・改造された車
載器でETC無線走行を行わないよ
うお願いします。
※車載器の取り付けは、車載器メーカー
の示す方法で行ってください。メー
カーが示す方法以外（シガーソケット
等による簡易取付など）では、利用で
きません。

※分解・改造された車載器は、利用規程
等に違反するため、セットアップする
ことはできません。

※二輪車用 ETC車載器を四輪車に取り
付けた場合も、利用規程等に違反する
ため、セットアップすることはできま
せん。

ETCカードを車載器に確実に挿入
し、エラー等がないかの確認を !!
ご乗車時に、ETCカードを車載器
へ確実に挿入し、エラー等がない
かを確認してご利用ください。
ETCカードが確実に挿入されてい
ても、車載器が正しく作動してい
ない場合、開閉バーが開きません。
車載器へのETCカードの挿し忘
れ、挿し込み不良により、開閉
バーが開かないケースが多発して
います。
※ETCカードの挿し込み方向（前後・表
裏）にご注意ください。

※ETCカードを車載器へ挿入し、ETC
が利用可能である旨の音声案内等を確
認してください。

※料金所の手前等に、ETCカードが正常
に挿入されていないことをお知らせす
るアンテナが設置されている箇所があ
ります。ETCカードが正常に挿入され
ていないことのお知らせがあった場合
には、ETC無線走行はできませんの
で、一般車線又は｢ ETC／一般｣と表示
している車線（以下、「混在車線」とい
う。）をご利用ください。

※何らかの問題がある場合、車載器に
よっては、音声や画面によってエラー
が表示されます。ETCカード挿入の際
や、料金所通過の際にはご注意いただ
くようお願いいたします。

車載器が ETCカードを認証するま
でには数秒かかります。料金所直

道路事業者からのお願い

はじめに

乗車前のご注意
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前での ETCカードの挿入は、エ
ラーの原因となる場合があります
のでご注意ください。
車載器のアンテナ周辺に物を置い
たり、取り付け箇所の変更などを
しないでください。正常に通信で
きず開閉バーが開かない場合があ
ります。

有効期限切れのETCカードは、ご
利用いただけません。車載器に
よっては、有効期限切れの ETC
カードを挿入してもエラー表示が
されない場合がありますので、お
手持ちのETCカードに記載された
有効期限をあらかじめご確認くだ
さい。

ETCカードを車載器へ挿入したま
ま車内に放置すると、カードが高
温で変形し、車載器が正常に動作
しなくなることがあります。また、
ETCカードに強い力を加えること
も変形の原因となりますので、取
扱いにはご注意ください。
盗難防止の観点から、車両から離
れる際はETCカードを車載器から
抜いて、携行していただくことを
お勧めします。
なお、SA・PA等で休憩後、走行
を再開される際には、同一のETC
カードを車載器へ確実に挿入して
ください。入口料金所を通過の際
に挿入されていたETCカードと異
なるETCカードを挿入した場合、
出口料金所では開閉バーが開きま

せん。
ETCカードにはデータを読み書き
するための金属端子があります。
この部分が汚損しますと、ETC車
線通行時、正常に通信ができず開
閉バーが開かない可能性がありま
すので、取扱いにご注意ください。
清掃される場合には、市販の IC
カードクリーナーをご利用くださ
い。

十分な車間距離を取り、20 km/h
以下に減速、徐行してください !!
ETC車線に設置されている開閉
バーは、車載器とアンテナとの間
の通信等が正常に行われなかった
場合には、開かないことがありま
すので、ご注意ください。
また、前車に接近して通行しよう
としたときにエラーが発生すると、
前車通過後、開閉バーが閉まりま
すので、ご注意ください。
料金所では、案内板などにより
ETC無線走行が利用可能な車線
（ETC 専用車線：「ETC専用」又
は混在車線：「ETC／一般」）であ
ることを確認して、進入してくだ
さい。
ETC車線を通行する際は、前車と
十分な車間距離をとった上で、開
閉バーの手前で安全に停止できる
よう十分に減速し、開閉バーが開
いたことを確認して、ご通行くだ
さい。
ETC車線を通行する際は、20 
km/h 以下に減速して進入し、徐
行して通過していただくようお願

ETCカードの有効期限のご注意

ETCカードの保管上のご注意

ETC車線通行時のご注意
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いします。
※利用規程等によらないご利用方法によ
り、道路設備に損傷を与えた場合には、
復旧に要する費用をご負担していただ
く場合がありますので、ご注意くださ
い。

入口料金所のETC車線で通信エ
ラー等により、通行券を受け取ら
れた場合には、出口料金所での通
行料金のお支払いは、係員のいる
車線（一般車線又は混在車線）で、
一旦停車して、ETCカードと通行
券を係員にお渡しください。料金
精算機のある車線では、「係員呼出
ボタン」を押して係員を呼び出し
てください。
通行料金をお支払いいただく料金
所で異常が発生した場合は、係員
へお知らせしていただき、係員の
案内に従ってください。
入口料金所をETCで通行した場合
で、出口料金所で ETC車線がご利
用できない場合又は設置されてい
ない場合は、一旦停車してETC
カードを係員にお渡しください。
なお、料金所の無い出口の場合は、
入口で使用したETCカードを抜か
ずにそのままご通行ください。
機器の点検等により、ETC車線を
閉鎖する場合がございます。通行
料金をお支払いいただく料金所で
は、係員のいる車線（一般車線又
は混在車線）でもETCカードでお
支払いただくことができ、車載器
が適正に取り付けされていること
をご確認させていただいたうえで
各種割引等もご利用いただけます。
有料道路への進入から退出までは、
同一のETCカードを継続してご使

用ください。料金所以外にもETC
アンテナが設置されている箇所が
あり、走行中、ETCカードには通
行料金の計算に必要な情報が随時
記録されます。途中で ETCカード
を入れ替えたりむやみに抜き差し
されますと、正しく通行料金が計
算されない場合やエラーを引き起
こす場合がありますのでご注意く
ださい。
入口料金所でETCが正常に通信で
きなかった場合（入口料金所通過
直後の車載器のエラー音あるいは
音声案内にご注意ください）は、
出口料金所では、係員のいる車線
（一般車線又は混在車線）で一旦停
車し、係員にお申し出ください。
料金精算機のある車線では、「係員
呼出ボタン」を押して係員を呼び
出してください。
なお、料金所の無い出口の場合は、
ご走行後、当該道路を管理する道
路事業者にお申し出ください。
スマート ICをご利用の場合は、次
の事項にご注意ください
スマート ICは、ETC専用イン
ターチェンジです。所定の方法で
車両に取り付け・セットアップさ
れた車載器に、有効な ETCカード
を確実に挿入し、ETCシステムを
ご利用可能な場合に通行すること
ができます。
営業時間、出入方向及び対象車種
等に制約がある場合がありますの
で、ご注意ください。
スマート ICでは、その他の料金所
のETCシステムとは異なり、車両
が停止した状態で通信のやりとり
が行われ、開閉バーが開くシステ
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ムとなっておりますので、必ず開
閉バーの手前の停止線で一旦停止
してください。停止位置が適切で
ない場合、通信できない場合があ
ります。
なお、一旦停止してもバーが開か
ない場合には、車線に設置された
インターホン等で係員に連絡し、
係員の案内に従ってください。
通行止めなどを実施した場合や道
路を管理するうえで必要な場合、
やむを得ず、予告なく出入口を閉
鎖することがあります。この場合、
通行可能な最寄りの ICをご利用く
ださい。
退出路が設置されているスマート
ICにおいては、エラー等で正常に
ETC通信ができない場合、直進せ
ずに退出路へお進みいただくこと
が可能です。標識や路側表示をよ
くご確認の上、注意して走行いた
だきますようお願いいたします。

ETC車線では、絶対に車をバック
させないで !!
ETC車線で、開閉バーが開かな
かった場合、危険ですので絶対に
車をバックさせず、ハザードラン
プを点灯して停止し、係員の案内
に従って下さい。
高速道路上でのバックは後続車と
の接触事故の危険性が高く、重大
事故に繋がります。
※バックして他の車線に入りなおすこと
は、お客さま及び後続車のエラー発生
の原因となります。

ETCカードを挿入せずに（又は通
信できなかった状態で）ETC車線
を通過してしまったときは、速や
かに道路事業者にご連絡を !!
うっかりETCカードを車載器に挿
し忘れてETC車線を通過された場
合などは、速やかに、当該道路を
管理する道路事業者にご通行の状
況を連絡してください。

もしも、開閉バーが開かなかっ
たら……
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車両ナンバー変更時（車載器付き
の中古車購入等）、車載器の移し替
え時は再セットアップを !!
車載器付きの中古車を購入又は譲
渡を受ける場合・住所変更等によ
り車両のナンバープレートが変更
になる場合・車載器を他の車両に
移す場合・けん引ができる構造に
変更する場合などは、再度のセッ
トアップ（車載器への車両情報の
登録）が必要となります。再度、
車載器をセットアップする場合は、
車載器をお買い求めになった販売
店又は最寄りのセットアップ店に
ご相談ください。
※「普通車⇒普通車」、「軽自動車⇒軽自動
車」等の同じ料金設定車種の車両に移
す場合においても再セットアップが必
要です。

車載器管理番号は、ETCの各種登
録型サービスのために必要な番号
です。
車載器管理番号は、お持ちの車載
器又は車載器のパッケージに記載
されている１９桁の固有の番号で、
ETCの各種登録型サービスを受け
る場合又は今後の新たなサービス
を受けるにあたって必要な番号で
す。「ETC車載器セットアップ申
込書・証明書（お客さま保存用）」
を大切に保管していただくととも
に、車載器管理番号を別に記録し、
保管するようにしてください。

ETC無線走行で障害者割引の適用
を受けるには、事前に市区町村の
福祉担当窓口での手続きと、併せ
て有料道路事業者が設置する窓口
への登録が必要になります。両方
の手続きがなされていない場合、
ETC無線走行での障害者割引が適
用されません。
事前に登録されたETCカードを、
登録された車載器（手帳に記載さ
れた車両に取り付けられ、当該車
両でセットアップ作業を行ったも
の）に挿入し、ETC車線を無線通
行した場合のみ割引が適用されま
す。
※既に ETC無線走行以外のお支払いで
の障害者割引適用の手続きをしている
場合でも、改めて同様の手続きと登録
を行う必要があります。

※通行料金の請求を受ける料金所で ETC

車載器の再セットアップ

正しくセットアップ及び再セットアップ
を行っていない場合

●正しい ETCのご利用とならず、開閉
バーが開かない可能性があります。

●正しい通行料金が請求されない場合が
あります。

●ETC利用照会サービスなど、一部の
ETCサービスがご利用いただけませ
ん。

●各種ETC割引等が適用されない場合が
あります。

車載器管理番号に関するお願い

障害者割引制度におけるETC利
用について

DOP_NAVI_J.book  239 ページ  ２０２２年１月１１日　火曜日　午前１１時９分



240

MEU owner's manual

4-2. ETC システム

車線が閉鎖されている場合は、係員の
いる車線（一般車線又は混在車線）で、
一旦停車して係員にETCカードを渡
し、身体障害者手帳又は療育手帳を呈
示して確認を受けてください。料金精
算機のある車線では、「障がい者用係員
呼出ボタン（レバー）」を操作して係員
を呼び出してください。

※ETC無線走行で障害者割引の適用を受
けようとする場合でも、必ず身体障害
者手帳又は療育手帳を携行してくださ
い。（ETC車線が閉鎖されている場合
で、上記手帳をご呈示いただけない場
合は、割引が適用できません。）

※障害者割引には有効期限があります。
ご利用の前に有効期限を確認してくだ
さい。なお、有効期限の更新手続きは
市区町村の福祉担当窓口で行ってくだ
さい。

※登録済の ETCカード、車載器、車両
を変更される場合は、ETCのご利用前
に市区町村の福祉担当窓口で変更手続
きを行ってください。
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■ 東日本高速道路株式会社
NEXCO東日本お客さまセンター　0570-024-024
または　03-5308-2424
受付時間：24 時間（年中無休）
■ 中日本高速道路株式会社
NEXCO中日本お客さまセンター　0120-922-229
（フリーダイヤルがご利用できないお客さまは　052-223-0333）
受付時間：24 時間（年中無休）
■ 西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本お客さまセンター　0120-924-863
（フリーダイヤルがご利用できないお客さまは　06-6876-9031）
受付時間：24 時間（年中無休）
■ 本州四国連絡高速道路株式会社
本四高速お客さま窓口　078-291-1033
受付時間： 9：00 ～ 17：30（年中無休）
■ 首都高速道路株式会社
首都高お客さまセンター　03-6667-5855
受付時間： 24 時間（年中無休）
■ 阪神高速道路株式会社
阪神高速お客さまセンター　06-6576-1484
受付時間： 24 時間（年中無休）

お問合せ先一覧

ETCのご利用に関して
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お手持ちの ETCカード発行元にご確認ください。

車載器の購入先、又は取扱説明書に記載されている連絡先にお問合せくだ
さい。

一般財団法人 ITS サービス高度化機構（ITS-TEA）
ETCお問い合わせ窓口　03-5216-3856
受付時間：月～金 9：00 ～ 18：00（土日・祝日・年末年始を除く）

ETCカード及び請求金額に関して

車載器に関して

セットアップに関して
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お手入れについて .....................244
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故障したときの保証や、アフター
サービスなどについて、おわかり
にならないときは、お買い上げの
トヨタ販売店にお問い合わせくだ
さい。

● 汚れをおとす場合、プラスチック
レンズ用メガネふきなどの柔らか
く乾いた布をお使いください。
汚れがひどい場合、水でうすめ
た台所用洗剤にひたした布をよ
く絞ってふきとり、柔らかく乾
いた布でしあげます。
タッチパネルおよび操作スイッ
チ（画面外）は傷がつきやすい
のでご注意ください。
化学ぞうきんをご使用の場合、そ
の注意書にしたがってください。

● アルコール、ベンジン、シン
ナー、ガソリンなどの揮発性のあ
る薬品は使用しないでください。
変質したり、塗装がはげることが
あります。

● フィルムアンテナおよびケーブル
をアルコール、ベンジン、シン
ナー、ガソリンなどの揮発性のあ
る薬品でふかないでください。表
面処理を傷める原因となります。

● 一部の車種に採用されている断熱
ガラス、熱遮断フィルムには電波
を反射させる性質があり、受信感
度が極端に低下することがありま
す。またお車のフロントガラスに
ミラータイプ等のフィルムを貼っ
ている場合、受信感度が落ちるこ
とがあります。

アフターサービスについて

保証について

お手入れについて

本機のお手入れ

アンテナのお手入れ
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五十音順さくいん
あ

暗証番号..............................................204
安全・快適走行の設定.......................130
安全・快適走行設定画面を表示する...130

う

迂回 ..........................................101, 107

え

エージェントを利用する...................187

お

オペレーターサービス.......................184
音声操作システム ..............................156
音声認識画面......................................158
音声認識画面について.......................158
音声認識コマンド一覧.......................160
音声認識システム ..............................156
音声認識を操作する..............................159

音声認識の設定をする.......................165
音声認識を利用する ..........................158
オンライン詳細設定 ..........................207
オンライン詳細設定を変更する...........205
サポートアドレスを確認・変更する...207

く

クリーニングカードについて...........218

け

契約内容・契約者情報の確認・変更206
現在地の修正......................................127
検索した地図の操作 .............................68
住所で絞り込む.........................................70
提携駐車場を検索する .............................70
ピンポイント検索について......................68

検索した地図を操作する
施設の内容を表示する .............................69
地図の位置を変更する .............................69

こ

交通ナビ関連情報について..................57
交通ナビ関連情報を表示する..................57

さ

先読みエコドライブ ..........................141
先読み減速支援......................................141
先読みSOC制御...................................142

し

自車位置マークがずれているとき...127
自宅を登録する.....................................14
自宅を登録する.........................................14
自宅を目的地に設定する .........................14

渋滞予測情報を表示する...................192

せ

設定・編集..........................................231
設定・編集（T-Connect）...............201
設定・編集（音声認識）....................165
設定・編集（ナビ）............................113
全ルート図表示について
全ルート表示画面.....................................76
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そ

走行軌跡.................................................27

ち

地図画面について .................................15
地図画面の見方.........................................15

地図画面を操作する .............................12
地図に現在の車の位置を表示する..........12
地図を動かす.............................................12
地図を拡大／縮小する.............................12

地図更新..............................................178
地図データ情報..................................146
地図データについて..............................146
地図データの更新について ..................147
地図データベースについて ..................147
データベースの情報を見る ..................146

地図の表示 /設定 .................................18
DSSS（Driving Safety Support 
Systems）運転支援機能について.....30
現在の車の位置を表示する .....................18
高速分岐案内表示について .....................34
市街図を表示する.....................................20
施設記号を表示する.................................24
施設の情報を表示する.............................23
走行した経路を表示する（走行軌跡）....27
近くの施設を検索する.............................25
地図記号・地図表示について .................27
地図のスケール（縮尺）を切り替える..19
地図のスケール表示について .................19
地図の向きについて.................................20
地図の向きを切り替える .........................21
地図を動かす.............................................22
ハイウェイモードについて .....................32
表示変更画面.............................................22
立体ランドマーク施設情報を表示する..26

つ

通信設定..............................................201

て

Tルート探索（プローブ情報付）.....182

と

到着予想時刻.........................................85
道路事業者からのお願い...................235

な

ナビゲーションについて......................10
知っておいていただきたいこと..............10
ナビゲーション用アンテナ（GPSアンテ
ナ）について..........................................11

ナビゲーションの設定 ......................113
案内表示設定をする..............................117
音声設定をする......................................120
自動表示切替を設定する ......................117
その他の設定をする..............................125
地図表示設定をする..............................113
ナビの詳細設定画面を表示する...........113
ルート系設定をする..............................122

ナビ設定を記憶する ..........................128
ナビ設定を呼び出す ..........................129
ナビの設定を記憶して使う（ユーザーカ
スタマイズ）.....................................128

に

2 画面表示 ............................................26

は

ハイブリッドナビ..............................181
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ふ

プライバシー設定 ..............................202
通信ロックを使う..................................203
プライバシー設定を変更する ..............202

ま

マップオンデマンド（地図差分更新）
...........................................................174
故障とお考えになる前に ......................180
地図を更新する......................................178

マップコード.........................................67

め

メモリ地点を登録する.......................102
迂回メモリを登録する..........................107
自宅を登録する......................................102
特別メモリを修正する..........................104
特別メモリを消去する..........................105
特別メモリを登録する..........................104
メモリ地点登録・編集画面を表示する102
メモリ地点の情報を修正する ..............109
メモリ地点をグループで絞り込む.......112
メモリ地点を修正する..........................106
メモリ地点を消去する..........................107
メモリ地点を登録する..........................105

も

目的地案内の開始 /中止......................80
目的地案内を開始する .............................80
目的地案内を中止する .............................80

目的地の検索.........................................59
施設で検索する.........................................67
ジャンルで検索する.................................64
住所で検索する.........................................66
電話番号で検索する.................................65
マップコードで検索する .........................67
目的地検索画面.........................................59
目的地検索画面を表示する......................59
読みまたは名称で検索する......................61
履歴で検索する.........................................68

目的地を設定してルート探索..............71
自宅を目的地に設定する .........................74
地図画面から目的地を設定する..............73
特別メモリ地点を目的地に設定する......74
メモリ地点を目的地に設定する..............75
目的地検索画面から目的地を設定する..72
目的地候補情報から目的地を設定する..72
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る

ルート案内について .............................81
案内画面について.....................................81
音声案内について.....................................87
音声案内の音量を設定する .....................89
全ルート図を表示する.............................86
到着予想時刻・残距離表示を切り替える
.................................................................86
到着予想時刻について.............................85
料金案内について.....................................85

ルート案内をする .................................13
目的地を決める.........................................13
目的地を消去する.....................................13
ルート案内を中止する.............................13

ルートの再探索.....................................90
ルートの再探索方法を選ぶ .....................90
ルートを自動で再探索する .....................90

ルートを変更する .................................92
季節規制区間の迂回ルートを探索する101
探索条件を変更する.................................93
通過する道路を設定する .........................98
出入り口 IC（インターチェンジ）を指定す
る.............................................................97
目的地の順番を並び替える .....................95
目的地を消去する.....................................95
目的地を追加する.....................................94
ルート変更画面を表示する .....................92
ルート変更画面.........................................93
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アルファベット順さくいん
D

DSSS（Driving Safety Support 
Systems) ..........................................30

E

ESPO..................................................208
ETC2.0 画面の操作..........................227
ETC2.0 画面の表示 .............................227
ETC2.0 登録情報の表示......................230
ETC2.0 マーク表示 .............................228
ETC2.0 メッセージ .............................227
ETCの通知設定 ....................................231
ETC割込表示........................................228
統一エラーコードの表示 ...........230, 232
履歴表示 .................................................229
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アルファベット順さくいん
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第1章　総則
（約款の適用）
第1条　一般財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当セ
ンター」といいます。）は、放送法（昭和25年法律第132号）第147
条の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款（以下「こ
の約款」といいます。）を定め、これによりVICS情報有料放送サービス
を提供します。
（約款の変更）
第2条　当センターは、この約款を変更することがあります。この場合
には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契約
約款によります。
（用語の定義）
第3条　この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用しま
す。
（1）　VICSサービス
当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信
する、道路交通情報の有料放送サービス
（2）　VICSサービス契約
当センターからVICS サービスの提供を受けるための契約
（3）　加入者
当センターとVICSサービス契約を締結した者
（4）　VICSデスクランブラー
FM多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送
番組の視聴を可能とするための機器
第2章　サービスの種類等
（VICSサービスの種類）
第4条　VICSサービスには、次の種類があります。
（1）　文字表示型サービス
文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
（2）　簡易図形表示型サービス
簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
（3）　地図重畳型サービス
車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

VICS情報有料放送サービス契約約款
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（VICSサービスの提供時間）
第5条　当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICS
サービスを提供します。
第3章　契約
（契約の単位）
第6条　当センターは、VICSデスクランブラー1台毎に1のVICS
サービス契約を締結します。
（サービスの提供区域）
第7条　VICSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地
域（全都道府県の区域で概ねNHK-FM放送を受信することができる範囲
内）とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況に
よりVICSサービスを利用することができない場合があります。
（契約の成立等）
第8条　VICSサービスは、VICS 対応 FM受信機（VICSデスクランブ
ラーが組み込まれた FM受信機）を購入したことにより、契約の申込み及
び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供
を受けることができるものとします。
（VICSサービスの種類の変更）
第9条　加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応 FM受信
機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を
行うことができます。
（契約上の地位の譲渡又は承継）
第10条　加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の
承継を行うことができます。
（加入者が行う契約の解除）
第11条　当センターは、次の場合には加入者がVICS サービス契約を解
除したものとみなします。
（1）　加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止した
とき
（2）　加入者の所有するVICSデスクランブラーの使用が不可能となった
とき
（当センターが行う契約の解除）
第12条　当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った
場合には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17
条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、
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VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。
2　第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除され
た場合であっても、当センターは、VICS サービスの視聴料金の払い戻し
をいたしません。
第4章　料金
（料金の支払い義務）
第13条　加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金とし
て、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。
なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいておりま
す。
第5章　保守
（当センターの保守管理責任）
第14条　当センターは、当センターが提供するVICS サービスの視聴品
質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の
設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。
（利用の中止）
第15条　当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
は、VICSサービスの利用を中止することがあります。
2　当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止すると
きは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章　雑則
（利用に係る加入者の義務）
第16条　加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送
信又は再配分することはできません。
（免責）
第17条　当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休
止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSサー
ビスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いませ
ん。
また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合に
は、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものと
します。
但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に
対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度
で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。
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2　VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、
本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入され
た受信機によるVICS サービスの利用ができなくなります。当センター
は、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持っ
て、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、
本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。
［別表］ 
視聴料金 330 円（税込み）
ただし、車載機購入価格に含まれております。
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