
ご使用前は必ずお読み下さい。 
0905

日産純正部品 
ナビゲーション 
PART No. 
B8260-C999E 
B8260-C999G 
B8260-C999F 
B8260-C999H

日産オリジナルナビゲーション 
（詳細版） 

MS309D-A
MS309D-W
MS109-A
MS109-W

取  扱  説  明  書 



事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。

このたびは、お買いあげいただきまして、まことにありが
とうございました。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をお読みいただき、いつ
もお手元において、正しい取扱方法により、長くご愛用く
ださるようにお願い申し上げます。

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、
道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。
ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制（一方
通行など）にしたがって走行してください。

MS309D-A／ 
MS309D-W

MS109-A／ 
MS109-W

表2

¡本製品は、データ放送BMLブラウザとして株式会社ACCESSのNetFrontを
搭載しています。

¡ACCESS社ロゴおよびNetFrontロゴ
¡ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本およびその他の国におけ
る登録商標または商標です。

¡本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発した
モジュールが含まれています。
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このシステムでできること 

このシステムには、快適なドライブをするための様々な機能が
用意されています。それぞれの機能の特長をご理解いただき、
正しくご使用ください。 

ナビゲーション ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P52
表示が見やすくわかりやすいタッチパネルコントロールと見やすい画面と音声で、わかりやすい
ルート案内（道案内）を行います。 

VICS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P160
渋滞情報などを地図上に表示させることができます。 

地上デジタルTV☆ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥P472
停車中に、地上デジタルTV（12セグ／ワンセグ）☆の映像を見ることができます。 

オーディオ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P290
簡単な操作でCD、ラジオ、iPodなどを聞いたり、停車中にはDVDビデオ☆、外部入力の映像などを
見ることができます。 

ETC☆ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P275
高速道路料金所で現金やクレジットカードなどの受け渡しを行なわずに通過することができます。 

別売品 

☆印：MS309D-A／MS309D-Wのみ 

録音☆ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P325
CDを再生させながらMUSIC STOCKERに録音することができます。 
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こんなにかんたん！ 行き先を決めよう 

複雑そうなナビゲーションの操作、基本はそれほど難しくあり
ません。まずは行き先を設定してみましょう。ここでは、ジャン
ルから選んで、行き先に決定します。 

mボタンを押し、 

　　　 ボタンをタッチして 

　　　　 ボタンをタッチします。 

1

6

全ルートが表示され 
ボタンをタッチするとルート案
内が始まります。 

7

ジャンル 

目的地 

到着地点情報画面が表示された 
場合　　 ボタンをタッチします。 
※　　  ボタンをタッチした場合は 
　120ページのアドバイスをご覧くだ 
　さい。 

はい 

はい 

案内スタート 
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リストから“都道府県名”を選択し、 
タッチします。 
さらに“市区町村”のリストが表示さ
れた場合は、リストから選択し、タッチ
します。 
＊印：頭文字を連続でタッチすると選択

している行のリストがくり返し表
示されます。 

リストから“ジャンル”を選択し、 
タッチします。 
さらに細かく“ジャンル”のリストが表
示された場合は種類を選択しタッチ
します。 

2

4

3

施設を中心とした地図が表示 
されますので、位置を確認して 
　　      　 　　 ボタンをタッチ 
します。 

5

画面ボタンを直接タッチして選びます。 

画面上のボタンを選ぶには？ 

目的地に設定する 

＊ 

リストから“施設”を選択し、 
タッチします。 
＊印：頭文字を連続でタッチすると選択

している行のリストがくり返し表
示されます。 

＊ 
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ナビゲーション便利マップ 

ナビゲーションには、ドライブ中に役立つ便利な機能が満載です。 

見やすい地図でドライブ 
¡地図画面の見かた（画面の表示内容について） ‥‥‥P54、55 

¡地図表示（方位）を切り替える ‥‥‥‥‥‥‥‥P59、60 

¡地図を拡大／縮小する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P56 

¡右画面表示を設定する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P76～78 

¡地図を動かす（地図スクロール） ‥‥‥‥‥‥‥‥P61、62

行き先を決めよう 
¡行き先を設定する 

　（地点を探す） ‥‥‥‥‥‥P83～111 

¡地図上から行き先を消去する 

　（ルートを削除するには） ‥‥‥‥‥P140 

¡ルート案内をやめる 

　（ルート案内をストップするには） ‥‥P134

寄り道してもっと楽しく 
経由地を追加してルート案内をさせる（経由地の追加）‥‥P129～132

自宅を登録しよう 
自宅を登録する‥‥P71～73、225

4

#NVA-MS7309(000-050).qxd  09.5.20  7:58 PM  ページ4



知らない場所でも大丈夫 
¡交差点拡大図を表示する ‥‥‥‥‥‥‥‥P207 

¡VICSで渋滞情報を見る（表示について） ☆‥P141、142 

¡ルートから外れてしまったら（再探索） ‥‥‥P143

高速道路もらくらく 
¡有料道路を優先してルートを探索する 

　（探索条件の変更） ‥‥‥‥‥P240～243 

¡高速道路情報を見る 

　（ハイウェイモードを表示する） ‥‥‥‥‥P204 

¡ETCを利用する☆ ‥‥‥‥‥‥‥‥P275

自宅へ帰りたい 
自宅まで探索するには‥P75

☆印：MS309D-A／MS309D-Wのみ 
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このシステムを使いこなすヒント 

●探索したルートの全体を見よう 
現在のルートを表示する‥‥P135、136

●案内音量を大きくしたい 
音声案内の音量を調整する ‥‥‥‥P220

●走ってきた道を表示させたい 

軌跡を使う ‥‥‥‥‥‥‥‥P223、224

●いろいろな行きかたを同時に見たい 

1ルート探索・複数ルート探索をする‥‥P121～125

●よく行く場所を登録したい 
地点を登録する ‥‥‥‥‥‥‥‥P60、70

●ETCの利用状況を見たい☆ 別売品 

履歴を確認する ‥‥‥‥‥‥P158、159
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このシステムを便利に使いこなすためのいろいろなヒントをご紹介します。 

●エコドライブ度を評価したい 

エコドライブ情報を設定する ‥P152～157

●パソコンを使用し、保存した情報を 
　本機で確認／本機に保存したい 
パソコン連携（いつもドライブリンク） ‥P112 
SDカードで地点を探す ‥‥‥P113、114 
SDカードからルートを探索する ‥P146、147 
SDカードから地点を登録 ‥‥P238、239

●北方向を上にして地図を表示したい 

地図表示（方位）を切り替える‥‥P59、60

●コンビニやガソリンスタンド等のマークを表示させて目印にしたい 

ランドマークを設定する ‥‥P214、215

●VICS情報を利用したい☆ 

VICSの概要 ‥‥‥‥‥‥‥P590、591

☆印：MS309D-A／MS309D-Wのみ 7
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●CDを聞こう‥‥‥ P320～330 
●ラジオを聞こう‥‥ P390～398 
●iPodを聞こう 
　‥‥ P452～470、532～544 
●SDカードの音楽を聞こう☆ 
　 ‥‥‥‥‥‥‥‥P548～562 
●休憩してDVDビデオを見よう☆ 
　 ‥‥‥‥‥‥‥‥P404～427 
●休憩してTVを見よう☆ 
　 ‥‥‥‥‥‥‥‥P477～526

型式によって機能の有無が異なります。詳しくはそれぞれのページをご覧ください。 
☆印：MS309D-A／MS309D-Wのみ 

●音声はそのままで、画面だけ消したい 

音声はそのままで画面を消すには ‥‥P569

●ルート案内しながら音楽を聞きたい 
音声はそのままでナビゲーション画面を 
表示する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥P571、572

8
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本書では、代表型式としてMS309D-AとMS309D-Wで説明しています。型式によって機能の有無
が異なる場合は、型式名を各ページに記載しています。画像などが一部記載と異なる場合があります
のでご了承ください。また、用途別に下記のマークを使用しています。
以下に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

¡お車や本機のために守っていただきたいこと。
守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保でき
ないことがあります。

¡本機を使う上で知っておいていただきたいこと。
知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。

参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表示しています。

本体のパネル部のボタンを表します。

タッチパネル部のボタンを表します。

z

vアドバイス

m

操作を行なった結果を説明します。

操作手順が次のステップで分かれるときの案内をします。

：

■／□

画面上でタッチパネル操作を表します。

目的地

本書の見かた

ナビゲーション本体右上の型式を確認してください。
型式（MS309D-A／MS109-A）によって機能の有無
が異なります。
詳しくはそれぞれのページをご覧ください。

9

使用上の注意事項等
¡本機の操作
・運転中の操作は避け、停車して行なってください。
・運転中に画面を注視しないでください。

¡本機の取り付け
取り付けには専門技術と経験が必要です。
（配線の取り外し等不正な改造は絶対に行なわないでください。走行中は、テレビ／DVD☆の映像表示
や煩雑（複雑）な操作ができなくなります。）

¡本機の故障、誤動作または不具合によりフラッシュメモリードライブに記録できなかったデータ（録音☆

内容など）、消失したデータについては補償できません。
☆印：MS309D-A／MS309D-Wのみ

ナビゲーション本体右下の型式を確認してください。
型式（MS309D-W／MS109-W）によって機能の有無
が異なります。
詳しくはそれぞれのページをご覧ください。
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☆印：型式（MS309D-A／MS309D-W／MS109-A／
MS109-W）によって機能の有無が異なります。
詳しくはそれぞれのページをご覧ください。

このシステムでできること ……………………1
こんなにかんたん！行き先を決めよう …2、3
ナビゲーション便利マップ ………………4、5
このシステムを使いこなすヒント …………6～8
本書の見かた ……………………………………9
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