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縮尺スケ－ル ………………………………56、57

仕様………………………………………634、635
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右画面表示を設定する ……………………76～78

右画面地図の内容を設定………………193、194

メイン画面の設定を変える……………191、192

メッセ－ジ表示…………………………619～622

メニュ－項目一覧 …………………………64、65
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本機は、日産自動車株式会社向けに、三洋電機コンシューマエレクトロ
ニクス株式会社が開発・製造しています。
お問い合わせは、下記の「日産自動車株式会社 お客さま相談室」へお願い
いたします。

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

日産自動車株式会社　お客さま相談室
〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

0120-315-232
受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のため

に記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適

切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお

客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了

承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームペー

ジ（http://www.nissan.co.jp）にて掲載しています。
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