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場所を 探す
ナビゲーションの操作は場所（行き先、立寄地などの 目的地）を探すことから始ま
ります。目的地の地図を表示させることができれば、そこまでのルートを設定し
たり、詳細情報を見たりすることができます。
メモ
検索した場所によっては、表示された地図が目的地を中心にしたピンポイントの地図ではない場合があ
ります。その場合は、ピンポイントでない旨のメッセージが表示され、代表地点の地図が表示されます。
施設を検索した場合、検索後はそのままスクロールせずに目的地に設定してください。例えば高速道
路上の施設を検索後にスクロールさせて目的地に設定すると、一般道路上が目的地になる場合があ
ります。
自然を対象とした検索では、周囲に道路がないポイントが表示されることがあります。このような場
所では、地図をスクロールして近くの道路上に目的地を設定してください。周囲の道路がない場所を
目的地にすると、ルート探索できないことがあります。
検索した場所（施設）に駐車場データが収録されている場合、その施設の駐車場を目的地として案内
する場合があります。（駐車場ポイントリンク）

•

•

•

•

 地図で探す
地図上で探すことができます。

1  地図をスクロールさせて、目的の
場所に十字カーソルを合わせる

以降の操作は、ショートカットメニュー
の操作（→P28）を参照してください。

 電話番号で探す
行き先の電話番号を入力して探すことがで
きます。

1  メニュー  を押し、 目的地  －
 電話番号  にタッチする

2  電話番号を入力する

▼
電話番号を全桁入力すると自動的に検索
を始めます。自動的に検索を開始しない
場合は、 入力終了  にタッチします。

メモ
市外局番と市内局番は必ず入力してください。
10桁まで入力できます（090、080、070、
050で始まる電話番号は11桁まで入力でき
ます）。

•
•



45

場所を探す

検　

索

 ダイヤルＱ2（0990-○○）、携帯電話、 短縮
ダイヤルは、対象外です。ただし、該当する電
話番号が登録地点に登録されている場合は検
索できます。

•

▼
該当する地図とショートカットメニュー
が表示されます。
以降の操作は、ショートカットメニュー
の操作（→P28）を参照してください。

 住所で探す
住所や地名で探すことができます。

1  メニュー  を押し、 目的地  －
 住所  にタッチする

2  都道府県名、 市区町村名、地名
の順にタッチする

3  リストから番地を選んでタッチ
する

メモ
  主要部 にタッチすると、選んだ地域の代表地
点の地図が表示されます。
  番地入力  にタッチすると、番地を入力して指
定することができます。

•

•

番地直接入力の場合で、番地を入力しない
で  入力終了  にタッチすると、丁目または住所
名の代表地点が検索されます。
住所に大字・小字を含む場合は、それぞれを
入力します。

•

•

▼
入力した住所を中心とした地図とショー
トカットメニューが表示されます。
以降の操作は、ショートカットメニュー
の操作（→P28）を参照してください。

 登録地から探す
登録した場所のリストから探すことができ
ます。

1  メニュー  を押し、 目的地  －
 登録地  にタッチする

2  目的の場所にタッチする

メモ
  並べ替え  にタッチすると、以下のポップアッ
プメニューが表示されます。タッチするとリ
ストを並べ替えることができます。
 呼出日時順 登録または呼び出しの日時順

に並べ替えます。
 近い順 自車位置またはスクロール地

点から近い順に並べ替えます。
 2Dマーク順 マークごとに並べ替えます。

•

▼
選んだ登録地を中心とした地図とショー
トカットメニューが表示されます。
以降の操作は、ショートカットメニュー
の操作（→P28）を参照してください。
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 名称で探す
宿泊施設やレジャー施設など、各種施設の
名称で探すことができます。

1  メニュー  を押し、 目的地  －
 名称  にタッチする

2  施設の名称をひらがなで入力
し、 候補表示  にタッチする

 ジャンル ジャンルによる絞り込みができ
ます。

 エリア 都道府県による絞り込みができ
ます。

メモ
ひらがな以外の入力はできません。カタカナ、
漢字、ローマ字、数字などを含む施設を探すと
きも、すべてひらがなで入力します。
名称はわかっている部分だけ入力して、検索す
ることができます（ キーワード検索）。
 濁音（゛）や半濁音（゜）の入力は省略できます。
また、促音（ょ）などは（よ）などで代用できます。
名称は20文字目まで入力できます。
検索方法は、入力した文字数に最も近い文字
数の施設を表示します。
完全一致、ジャンル一致、部分一致の区別およ
び絞り込まれている場合の件数は、入力した文
字の横に表示されます。
入力された内容や絞り込み条件によっては、検
索の結果、該当するデータが無い旨のメッセー
ジが表示される場合があります。

•

•

•

•
•

•

•

3  目的の施設をリストから探す

 近い順 自車位置から半径10 km以内の
施設を近い順に並び替えます。

 50音順 五十音順に並び替えます。

メモ
近い順は、自車位置から半径10 km以内に施
設がない場合は、半径30 km以内の施設を近
い順で表示します。半径30 km以上の施設は、
並び替え表示できません。

•

4  施設名称にタッチする
▼

施設付近の地図とショートカットメ
ニューが表示されます。
以降の操作は、ショートカットメニュー
の操作（→P28）を参照してください。

 ジャンルで探す
ジャンルタブから各種施設を探すことがで
きます。

タブで絞り込めるジャンル
車・交通
買う
生活
遊ぶ・泊まる
食べる
新規スポット

•
•
•
•
•
•

1  メニュー  を押し、 目的地  －
 ジャンル  にタッチする
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2  絞り込むジャンルのタブにタッ
チし、さらに絞り込むジャンル
にタッチする

3  検索方法を選んでタッチする

 自車周辺で探す  ／
 周辺で探す 

自車位置周辺の施設を検
索します。

 カーソル位置周辺
で探す 
（地図スクロールのみ）

カーソル位置周辺の施設
を検索します。

 エリア指定 エリアを絞り込んで検索
できます。

 路線順 
（車・交通機関のみ）

路線別に絞り込んで検索
できます。

メモ
表示される検索方法は、選んだジャンルによっ
て異なります。
•

4  目的の施設にタッチする

▼
施設付近の地図とショートカットメニュー
が表示されます。
以降の操作は、ショートカットメニュー
の操作（→P28）を参照してください。

 周辺施設を探す
ガソリンスタンドやレストランなど、現在
地やルート周辺、スクロール先周辺の施設
を最大100件まで探すことができます。

メモ
ショートカットメニュー（→ P28）の  周辺施設
を探す  にタッチして操作することもできます。
•

1  メニュー  を押し、 目的地  －
 周辺施設  にタッチする

2  ジャンルにタッチする

3  詳細ジャンルがある場合は、
ジャンルを絞り込む

つづく→
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4  目的の施設にタッチする

 自車周辺 自車周辺の施設を検索し
ます。

 ルート周辺 
（ルート案内中のみ）

案内中のルート周辺の施
設を検索します。

メモ
スクロール位置から操作した場合は、 自車周
辺  および  ルート周辺  は表示されません。
駐車場、ATM、コンビニ、ガソリンスタンド、
ファミリーレストラン、ファストフードを検索
すると、営業時間が考慮され、現在利用できる
施設（例: ）と利用できない施設（例: ）が区
別されて表示されます。（ 営業時間考慮検索）
隔週定休日、不定期な休日および不定期な営業
時間には対応していません。また実際の営業時
間とは異なる場合があります。
コンビニでは、酒（ ）・タバコ（ ）を取り扱う
店がわかるように表示されます。
ファストフードでは、ドライブスルー（ ）対応
の店がわかるように表示されます。
、 、 、  は一部表示されない施設もあ

ります。
駐車場は、「車両情報を設定する」（→P109）の「駐
車制限」を考慮して検索されます。利用できな
い駐車場は（ ）と表示されます。（実際の車両
設定と異なる場合があります）
駐車場の詳細選択でデパート提携駐車場を検
索することもできます。
ルート案内中で自車がルート上にあるときは、
ルート周辺を優先して検索します。自車の周辺
で探す場合は  自車周辺  にタッチします。
ルート周辺で探す場合は、案内中のルート前方
両側約200m以内、前方約30km以内の範囲
から検索されます。自車周辺またはスクロー
ル位置で探す場合は、自車位置またはスクロー
ル位置の半径約10kmの範囲から検索されま
す。半径約10kmの範囲内に施設が見つから
なかった場合は、半径約30kmの範囲から検
索されます。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5  施設名にタッチする
▼

選んだ施設を中心とした地図とショート
カットメニューが表示されます。
また検索した施設のロゴマークが、地図
上に表示されます。
以降の操作は、ショートカットメニュー
の操作（→P28）を参照してください。

 ロゴマークの表示を解除するには

1  P47「周辺施設を探す」の手順 2
で  結果消去  にタッチする

▼
ロゴマークが消去されます。
メモ
車のエンジンスイッチをOFFにしてもロゴ
マークを消去できます。
•
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 検索履歴から探す
過去に検索した場所や目的地とした場所、
ハイウェイモード中に地図表示した施設か
ら探すことができます。

1  メニュー  を押し、 目的地  －
 検索履歴  にタッチする

2  目的の施設（履歴名）にタッチする

▼
選んだ場所を中心とした地図とショート
カットメニューが表示されます。
以降の操作は、ショートカットメニュー
の操作（→P28）を参照してください。

 マップコードから探す
マップコードを入力することで、その地点
をすばやく呼び出すことができます。

メモ
マップコードは、日本全国さまざまな場所の位
置データを最大13桁(拡張マップコードの場
合）の数字で特定するものです。住所などでは
特定することが困難な場所もマップコードで
は特定することができます。

•

1  メニュー  を押し、 目的地  －
 マップコード  にタッチする

2  マップコードを入力する

▼
13桁目を入力すると自動的に検索を始
めます。自動的に検索を開始しない場合
は、 入力終了  にタッチします。

▼
該当する地図とショートカットメニュー
が表示されます。
以降の操作は、ショートカットメニュー
の操作(→P28）を参照してください。
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1  目的地メニューを使って場所を
探す（→P44）

2   情報  にタッチする
3  情報を確認する
電話番号／住所／名称／ジャンル／
周辺施設／通信コンテンツから探した
場合：

 次ページ 次のページに切り換えます。
 地図 地図画面が表示されます。
 ここへ行く 表示した地点までのルートを

探索します。
 発信  登録されている電話番号に電

話をかけます。（→P187）

メモ
詳細情報には、施設のアイコンが表示されます。
駐車場あり：
ATMあり：
お酒の取り扱い（コンビニ）：
タバコの取り扱い（コンビニ）：
ドライブスルー（ファストフード）：
上記アイコンは、一部表示されない施設もあり
ます。

•

登録地／検索履歴から探した場合：

 発信  登録されている電話番号に電話
をかけます。（→P187）

 地図 地図画面が表示されます。

 詳細情報を見る
目的地メニューを使って探した場所については、その場所の情報が収録されてい
る場合に限り詳細情報を表示することができます。
メモ
利用した目的地メニューの項目によって、表示できる詳細情報の内容が異なります。•




