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ナビを
使ってみよう

ようこそ！リーフの世界へ。
リーフとの毎日を快適にする便利な

使い方をご紹介します。



快適で便利な各機能 !
iPodを車のオーディオで聴いたり、ハンズフリーで
電話をしたり、ドライブがより快適になります。

オーディオ・テレビ　P.125

ハンズフリーフォン　P.199

渋滞を回避しよう！

交通情報を見る　　　　　　　　 P.182

混雑している道を前もって知る事が
できるので渋滞知らずです。

カーウイングス　　　　　　　　　P.161

EV

カーウイングスに登録すれば、お手持ちの
携帯電話やパソコンから、充電設定や
エアコンの操作が出来ます。

部屋の中から手軽に操作！

目的地を設定しよう！EV

G

目的地を探す　　　　　　　   P.64

到着予想エリアを表示する　   P.37

最速ルートを探す　　　　　   P.84

住所やキーワード、最速の最短ルート
など、色々な方法で検索できます。
どこまで走れるか、分かりやすく
表示されるので、目的地の目安に！
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充電設備情報のサポートも充実！

充電スポットアイコンを表示する　　 P.39

充電スポットを探す　　　　　　　　 P.68

充電スポット情報を見る　　　　　　 P.189

EV

充電スポットの検索や、アイコン・情報表示も
できるので、遠出のドライブでも安心です。

EV

通知をナビ画面に表示する　   P.47

バッテリ残量低下時や目的地まで到達
出来ない航続距離になった時、
ナビゲーションが自動で充電スポット
まで案内します。

充電タイミングサポート！

周りには何がある？

オペレータを利用する　　　　　　P.169

現在地周辺にある施設を探す　　　P.70

施設アイコンを表示 / 非表示にする　　P.59

周りのお店や施設がアイコンで表示されます。
オペレータ接続をすれば、お目当てのお店も
簡単に見つける事ができます。

タイマーエアコンを設定する　  P.44

タイマー充電を設定する　    P.43

出発前に充電しながら車室内環境を
快適にすることができます。充電は、
夜間料金プランと併用すればお得に！

EV タイマーを上手に使おう！
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6 本書の見かた

本書の見かた

本書ではボタンや操作画面のメニュー項目などをマークで表しています。また、仕様やオプションによ

りすべての車についていない装備や機能などにも識別用のマークを付けています。

本書で使用しているマークの見かたは以下の通りです。

メニュー コントロールパネルやステアリングなどにあるボタンを表します。

自宅へ帰る 操作画面や地図上に表示されるメニューや項目を表します。

★
グレードにより異なる装備またはオプションのため、すべての車には

ついていない装備です。

◎
日産販売会社で装着する注文装備品のため、すべての車にはついてい

ない装備です。

本書では、安全上の注意・警告、お客さまに守っていただきたいこと、または知っていると便利な情報

などを下記のように書き分けています。

警告 安全のために必ず守っていただきたいこと。

守らないと生命の危険または重大な傷害につながるおそれがあります。

注意 安全のために必ず守っていただきたいこと。

守らないと傷害または事故につながるおそれがあります。

システムをご使用するときに守っていただきたいこと。

守らないとシステム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。

※本書で使用している画面やイラストは、仕様によりお客様の車両と異なる場合があります。
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安全上のご注意

これらは安全のために重要ですので、よくお読みの上、正しくお使いください。

運転中のご注意

注意

. 操作または画面を注視する際は、必ず

安全な場所に停車してください。

. 運転中にオーディオなどを使用される

ときは、車外の音が聞こえる音量でご

使用ください。外部の音が聞こえない

状態で運転すると、安全運転の妨げに

なります。

道路状況やナビの精度により、不適切な案内を

することがあります。必ず実際の交通規制・道

路状況にしたがって走行してください。

停車時のご注意

電源ポジションがOFFのときのご使用は、バッ

テリーあがりの原因となります。エアコンやテ

レビなどをご利用になるときは、電源ポジショ

ンをONにしてください。

本体についてのご注意

警告

. 本体および接続機器を分解・改造・取

り外しなどしないでください。感電・

故障などの原因となります。

. 故障の原因となりますので、本体およ

びCDやSDカードの挿入口、USBメモ

リの接続部に異物を入れないでくださ

い。

. 画面が表示されない、音が出ないな

ど、異常が発生したときは使用を中止

してください。お客さまご自身で修理

を行わずに必ず「日産販売会社」にご

相談ください。

. 低温時や高温時にデータ読み込みやデータ書

き込みができず、一部の機能が動作しない場

合があります。

. 本製品の故障、誤作動または不具合によりSD

カードに保存されなかった場合のデータおよ

び消失したデータの補償は致しかねます。あ

らかじめご了承ください。

. ETCユニットを改造すると電波法により罰せら
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れることがあります。

本装置には、技術基準適合認定を受けた無線機

器を搭載しております。

005NYCA007

本装置は、（財）電気通信端末機器審査協会に

よる技術基準適合認定を受けております。

A04-0310001

接続機器についてのご注意

警告

本機に接続するiPodやUSB、携帯電話など

はエアバッグの作動を妨げるような場所に

設置しないでください。エアバッグが正常

に作動しなくなったり、SRSエアバッグの

作動時に接続機器が飛ばされるなどによ

り、死亡・重傷に至ることがあります。

注意

本機に接続するiPodのケーブルや携帯電話

などは、運転の邪魔にならない場所に固定

するなどしてください。運転に支障をきた

し、交通事故の原因になることがありま

す。

. iPodやUSB、携帯電話などを直射日光のあたる

ところに長時間放置すると、高温により変

形・変色したり、故障する恐れがあります。

使用しないときは、直射日光のあたらないと

ころに保管してください。

. 静電気や電気的ノイズを受けたり、暖房器具

の熱が直接あたる恐れのある場所にiPodやUSB

メモリなどを放置しないでください。データ

が破壊される恐れがあります。

安全運転のための機能
安全に運転をしていただくために、走行中は操作

できない機能があります。安全な場所に停車して

から操作を行ってください。

■ メニュー画面の表示制限

走行中に操作できない機能は、メニューを選べな

くなります。また、名称や電話番号の入力などの

操作もできなくなります。

停車中

走行中
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■ テレビ画面の表示規制

テレビの画像表示は、パーキングブレーキをかけ

たときのみご覧になることができます。

停車中

走行中
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MEMO


	目次
	本書の見かた
	安全上のご注意
	運転中のご注意
	停車時のご注意
	本体についてのご注意
	接続機器についてのご注意
	安全運転のための機能




