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本システムをご使用になる前に、以下の注
意事項を必ずお読みください。 これらは安
全のために重要ですので、よくお読みのう
え、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する
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。

アドバイス
● 道路状況やナビゲーションの精度に
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
況に従って走行してください。

● 経路探索結果により、自動車が通行
できない細街路を案内することがあ
ります。運転の際は常に実際の道路
状況に従って運転してください。

停車時のご注意
アドバイス

● 長時間のご使用は12Vバッテリーあが
りの原因となります。テレビなどの
ご使用は充電中または走行可能状態
のときにしてください。

NissanConnect ナビゲーショ
ンシステムについてのご注意

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USBメモリやHDMIなどの挿入口
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。

● Telematics Control Unitアンテナは
インストルメントパネル上面の中央
付近に内蔵されています。植え込み
型心臓ペースメーカーおよび植え込
み型除細動器（ICD)を使用している
方は、アンテナから約15cm以内の範
囲に装着部位が近づかないようにし
てください。サービスご利用時など
にTelematics Control Unitの電波が
植え込み型ペースメーカーおよび植

え込み型除細動器（ICD)の作動に影
響を与えるおそれがあります。医療
電気機器製造業者などへ影響を確認
してからご使用ください。

アドバイス
● ディスプレイの清掃は、車を安全な
場所に停車して行ってください。

● ディスプレイの清掃は、システムの
電源をOFFにして行ってください。
電源がONのまま清掃すると誤操作の
原因となります。

● 水や芳香剤などの液体をかけないで
ください。本体内部に液体が入り込
むと、故障の原因になります。

● 低温時や高温時に一部の機能が動作
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
により本体に保存されなかった場
合、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
より罰せられることがあります。

● 本システムは、複数のアプリケー
ションやスイッチ操作を同時に処理
しますが、それらによるシステムへ
の負荷のため、動作が遅くなった
り、システムがフリーズしてしまう
可能性があります。
コントロールパネルスイッチやステ
アリングスイッチ操作は、一つ一つ
ゆっくりと行ってください。

安全上のご注意
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アドバイス
● 本システムは、パワースイッチをON
にした後、全てのアプリケーション
が起動し使用可能になるまでに、約1
分程度かかります。
以下の機能は起動中でも操作可能です。
オーディオのボリューム調整
音楽再生

本製品は、電波法と電気通信事業法に基づ
く適合証明を受けております。
Model name：AIVI2SBXM

201-210427
D 21 0108 201

本製品の改造は禁止されています。（適合
証明番号などが無効となります。）

安全運転のための機能

走行中に操作できない機能
安全に運転をしていただくために、走行中
にできない操作は、メニューを選べなくな
ります。
また、文字/数字入力などの操作もできなく
なります。
安全な場所に停車してから操作を行ってく
ださい。

画像表示制限
画像表示（テレビなどの動画）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。

5$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

安全上のご注意
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本機にはナビゲーション機能やオーディオ機能などに加えて、快適に運転できるように様々なサポート機能があります。
※本書に記載の機能、画面デザインなどは、グレード、オプション、ソフトウェアバージョンなどの違いにより異なります。

本機でできる機能
本書に記載の機能は、設定条件によっては操作ができないまたは項目が表示されない場合があります。

機能 概要 参照先
ナビゲーション 地図表示 ランチャーメニューの[ ]をタッチすると、いつでも自車位置を中

心とした地図を表示できます。またタッチパネル操作で地図を自由
に動かすことができます。

P.34

目的地設定 住所、施設ジャンル、キーワード検索、履歴など様々な方法で目的
地を設定することができます。

P.41

ルートガイド 出発地から目的地に到着するまで音声と画像でルートを案内しま
す。

P.53

交通情報（VICS） FM多重放送より受信した情報から渋滞や駐車場情報などを確認で
きます。

P.58

オーディオ ラジオ AM、FMラジオを聞くことができます。 P.66
地上デジタルテレビ フルセグ･ワンセグ自動切替、系列局サーチ機能により広範囲で地

上デジタルテレビを受信します。
P.73

USBオーディオ、iPod お手持ちのiPodをケーブルで接続して、ナビで操作しながら音楽を
楽しむことができます。またUSBメモリに保存した音楽ファイルや
映像ファイルも再生できます。

P.68

Bluetooth®オーディオ Bluetooth®対応のオーディオと接続して、音楽を再生できます。 P.68
HDMI HDMI機器を接続することで、外部機器の映像/音声を視聴すること

ができます。
P.71

ハンズフリーフォン Bluetooth®ハンズフリー
フォン機能

Bluetooth®対応の携帯電話を接続することにより、かばんやポ
ケットに電話を入れたままでも通話できます。

P.77

ショートメッセージ（SMS）
機能

本機上で、携帯電話で受信したSMSを確認したり、送ったりできま
す。

P.82

スマートフォン連携 (Apple CarPlay、Android
Auto™）

お手持ちのスマートフォンを接続して、本機上でスマートフォンの
機能を楽しむことができます。ナビゲーション機能、音楽再生機
能、電話機能などを使用することができます。

P.85
P.87

サービス･機能一覧

ご
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機能 概要 参照先
NissanConnect サービス NissanConnect サービスとは、車両に搭載されているNissan-

Connect 専用車載通信ユニット「Telematics Control Unit」と情
報センターが通信することで、ドライブに便利な情報を提供する
サービスです。

P.90

EV専用機能 航続可能距離表示 現在の航続可能距離から算出した到達予想範囲を地図上に表示でき
ます。

P.29

充電スポット表示 地図上に普通充電、急速充電の施設アイコンを表示できます。 P.31
充電スポットを探す 充電スポットを探して目的地（経由地）に設定できます。 P.28
充電スポット情報表示 充電設備の種類や設置台数、料金などの情報を表示できます。 P.30
充電促進案内 航続可能距離が目的地までの残距離よりも短い場合、充電すること

を促し、近くの充電スポットを探すことができます。
P.31

バッテリー残量低下通知 リチウムイオンバッテリー残量が低下すると案内が行われ、近くの
充電スポットを探すことができます。

P.31

充電スポットなし案内 航続可能距離エリア内に2箇所以上の充電スポットがない場合、ナ
ビゲーション画面に充電を促す通知を表示します。

P.31

電力消費計 電力消費量と履歴を確認できます。 P.28
充電スポットを考慮したルー
トを使う

目的地まで航続可能距離が足りない場合、自動的に充電スポットを
経由地に入れる機能を設定できます。

P.51

タイマー充電 充電する時間帯を設定できます。 車両取扱説
明書タイマーエアコン 出発時に快適な温度になるようにエアコンをタイマー設定できま

す。
音声操作 ナビやオーディオ、エアコンなどを操作できるボイスアシスタント

と、音楽の再生や自宅のスマートホームデバイスの操作などができ
るAmazon Alexaを使用することができます。

P.101

カメラ インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知機能
付）を表示します。

車両取扱説
明書

7$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

サービス･機能一覧
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コントロールパネル

NAA0122X

タッチパネル
ナビ、テレビ、カメラ画面などを表示したり、画面タッチでさまざまな機能の操作や
設定をすることができます。
＜ ＞ボタン
交通情報をききます。
＜CAMERA＞ボタン
カメラの画面を表示します。
詳細は車両取扱説明書をお読みください。
＜ ／ ＞ボタン
上または下に押すとチャンネル送り、自動選局、曲変更などができます。 長押しする
と、再生中の曲の早戻し、早送りができます。
＜ /VOL＞ダイヤル
押すごとにオーディオをON/OFFします。
回すと音量を調整します。
オーディオがOFFのときに回すとONになります。

知識
● 本機は車両の電源（パワースイッ
チ）と連動してON/OFFします。パ
ワースイッチの詳細は車両取扱説明
書をお読みください。

各部の名称と機能

ご
使
用
前
の
確
認
と
設
定
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ステアリングスイッチ

NAA0123X

＜- +＞ボタン
音量を調整します。
＜ ＞ボタン
ボイスアシスタント操作時に一つ前の画面に戻ります。
＜OK＞ダイヤル
ボイスアシスタント操作時に回すと項目を選択できます。押すと選択した項目を確定
します。
＜ ＞／＜ ＞ボタン
ラジオ／テレビの選局やiPodなどの選曲をします。
長押しすると、再生中の曲の早戻し、早送りができます。
＜ ＞ボタン
ハンズフリーフォン操作画面に切り替えたり、通話に応答したり終了したりします。
＜ ＞ボタン
音声操作を起動します。
Apple CarPlay操作時に長押しするとSiriが起動します。Android Auto™操作時に長押
しするとGoogle アシスタント™が起動します。

知識
● 本機の機能に関するスイッチのみ説
明しています。説明のないスイッチ
については、車両取扱説明書をご覧
ください。

USB電源ソケット
コンソール前端にUSB電源ソケットがあり
ます。

NAA0113X

USBメモリやiPod/iPhoneまたはAndroid
スマートフォンを接続できます。

注意
● USBデバイスを接続口に無理やり押
し込まないでください。USB電源ソ
ケットの種類によっては、USBデバ
イスを傾けたり上下逆に差し込もう
とすると故障の原因になります。

9$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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カメラシステム
カメラシステムについては車両取扱説明書
をお読みください。

各部の名称と機能

ご
使
用
前
の
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認
と
設
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メニュー画面について
メニュー画面には、車両や機能の情報を表示したり、ショートカットとして各機能へ遷移
できるウィジェットが表示されます。メニュー画面はお好みに応じて編集することができ
ます。

NAA0124X

[ ]
メニュー画面を表示しているときにタッチすると、すべての設定メニューを表示しま
す。
設定メニューについて (P.14)

メニュー画面以外を表示しているときは、各機能画面に対応した設定画面が表示され
ます。
ウィジェット
オーディオやナビなど、よく見る情報を表示できます。項目によってはタッチすると
操作画面を表示できます。
ランチャーメニュー
画面右側に表示され、各機能の画面に移動することができます。

アイコン 機能･操作説明
[ ] 通知メニューを表示しま

す。不在着信やソフトウェ
ア更新などの通知のリスト
が表示されます。

[ ] メニュー画面を表示しま
す。

[ ] 地図画面を表示します。
現在地の地図表示 (P.34)

[ ] オーディオ再生画面を表示
します。
オーディオ (P.63)

[ ] 電話メニュー画面を表示し
ます。
ハンズフリーフォンの操

作画面 (P.79)
[ ] エアコン画面を表示しま

す。
詳しくは車両取扱説明書を
ご覧ください。

11$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

基本的な使いかた
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メニュー画面を編集する
ウィジェットを長押しすると、メニュー編集画面を表示します。ウィジェットの追加や削
除、ドラッグして位置の変更などができます。

NAA0125X

[追加]
ウィジェットを追加します。
[×]
ウィジェットを削除します。
[×]が表示されないものは削除できません。
[保存]
編集した設定を保存します。
[自動整列]
ウィジェットを自動整列します。

クイック設定画面について
表示画面によっては、スワイプダウンして
明るさ、サウンドの調整や、ガイド･メッ
セージ音声のON/OFFができます。
画質を調整する (P.21)
オーディオの設定 (P.64)
音量を調整する (P.21)

メータースワイプ機能について
地図画面または一部のオーディオ画面を表
示中に2本指で右にスワイプします。本機の
画面表示に対応した画面がアドバンスドド
ライブアシストディスプレイに表示されま
す。
アドバンスドドライブアシストディスプレ
イについては車両取扱説明書をご覧くださ
い。

基本的な使いかた

ご
使
用
前
の
確
認
と
設
定
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アプリメニューについて
ランチャーメニューの[ ]? [アプリ]をタッチ
項目を選び各種情報画面を表示します。
設定項目は、グレード、オプション、ソフトウェアバージョンなどの違いにより異なります。

項目 機能･操作説明
[通知] 通知の一覧を表示します。
[ETC2.0情報] ETC2.0情報メニュー画面を表示します。

ETCの各機能を確認･設定する (P.61)
[NissanConnect サービス] NissanConnect サービスメニュー画面を表示します。

NissanConnect サービスメニュー (P.97)
[NissanConnect サービスアプリ] NissanConnect サービスのスマートフォンアプリをダウンロードするための二

次元コードを表示します。
[ダウンロードアプリ] ダウンロードアプリ画面を表示します。
[VICS情報] VICS情報メニュー画面を表示します。

VICS FM多重情報を見る (P.59)
[EV] EVメニューを表示します。

EVメニュー画面の見かた (P.28)
[GPS現在地情報] GPS情報を表示します。
[システム情報] [バージョン情報] 本システムのバージョン情報を確認できます。

[ライセンス情報] ライセンス情報を確認できます。
[ドライブレコーダー] ドライブレコーダー画面を表示します。
[スマートフォン接続] Apple CarPlayおよびAndroid Auto™が利用できるスマートフォンを接続して い

ると、[Apple CarPlay]または[Android Auto]と表示されます。タッチすると Ap-
ple CarPlayまたはAndroid Auto™画面を表示します。

Apple CarPlayについて (P.85)
Android Auto™について (P.87)

13$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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設定メニューについて
設定項目は、グレード、オプション、ソフトウェアバージョンなどの違いにより異なります。
ランチャーメニューの[ ]?[ ]をタッチ
各種設定画面を表示します。

項目 機能･操作説明
[機器接続] 接続機器、Wi-Fiなどの接続画面を表示します。

機器接続画面の見かた (P.17)
[電話] 電話設定画面を表示します。

ハンズフリーフォンの設定をする (P.83)
[ナビゲーション] ナビゲーション設定画面を表示します。

ナビゲーション設定メニュー (P.54)
[サウンド調整] [サウンド] サウンド設定画面を表示します。

オーディオの設定 (P.64)
[音量調整] 音量調整画面を表示します。

音量を調整する (P.21)
[音声設定] 音声設定画面を表示します。

設定のしかた (P.105)
[システム更新] [バージョン情報] 本システムのバージョン情報を確認できます。

[ソフトウェア更新] ソフトウェアの更新をしたり、ソフトウェア更新の設定をします。
ソフトウェア更新 (P.23)

[地図更新] 地図更新をしたり、地図更新の設定をします。
地図更新をする (P.96)

[時計] 時計設定画面を表示します。
時計を設定する (P.22)

基本的な使いかた
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[カスタマイズメニュー] [メニュー編集] メニューの編集画面を表示します。
メニュー画面を編集する (P.12)

[オーディオソースバーの編
集]

オーディオソースバーの編集画面を表示します。

[地図ショートカットメ
ニュー編集]

地図ショートカットメニューの編集画面を表示します。
地図ショートカットメニューについて (P.35)

[短縮ダイヤルの編集] 短縮ダイヤルの編集画面を表示します。
短縮ダイヤルの登録、編集 (P.84)

[目的地設定メニューの編集] 目的地メニューの編集画面を表示します。
目的地メニュー画面の編集 (P.44)

[一般] [画面設定] 画面表示をOFFにしたり、画質を調整できます。
画質を調整する (P.21)

[言語] 画面表示の言語を切り替えます。
[キーボード入力] キーボードの配列を切り替えます。
[設定の初期化] 各種設定を工場出荷状態に戻します。

[NissanConnect サービス] NissanConnect サービスの設定画面を表示します。
NissanConnect サービスを設定する (P.98)

[カメラ] カメラ設定画面を表示します。
詳細は車両取扱説明書をお読みください。

[プロパイロットパーキング] プロパイロット パーキング設定画面を表示します。
詳細は車両取扱説明書をお読みください。

[シート] 運転席または助手席を動かしたときにガイダンスを画面に表示する機
能のON/OFF設定ができます。
シート操作については、車両取扱説明書をお読みください。

[エアコン] エアコン設定画面を表示します。
詳細は車両取扱説明書をお読みください。

15$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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[ユーザー情報] [ユーザーリスト] ユーザーの登録･編集･切り替えができます。
ユーザーは最大5件まで登録できます。

[インテリジェントキー連動] インテリジェントキー連動機能のON/OFFを設定します。
● ONにすると、インテリジェントキーでユーザーを自動認識しま
す。電源をOFFにした時点の設定（運転ポジション、ナビゲーショ
ンなど）がユーザーごとに記憶され、次に電源をONにしたとき
に、設定が呼び出されます。
※運転ポジションの設定については3番目に登録されたユーザーま
で（ユーザー1～3に）記憶することができます。

● OFFにすると、ユーザーは常にゲストとして認識されます。
[ウェルカムメッセージ] ウェルカムメッセージのON/OFFを設定します。

ONにすると、パワースイッチをONにしたときにウェルカムメッセー
ジ画面を表示します。
メッセージのあて名が自分の登録名と異なる場合には、ユーザーリス
トから他のユーザー、またはゲスト(Guest)を選んでください。

[アプリ] [スマートフォン接続設定] 機器接続画面を表示したり、Apple CarPlayやAndroid Auto™の補足
情報を表示します。

[通知] 電話、ナビ、ソフトウェア更新の通知のON/OFFを設定します。
ONにするとランチャーメニューの[ ]をタッチして通知を確認できま
す。

[EV] EV設定画面を表示します。
EV情報設定 (P.31)

知識
● 設定中の画面などに表示される[すべての設定]をタッチすると設定メニュー画面を表示できます。

基本的な使いかた

ご
使
用
前
の
確
認
と
設
定



(17,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

機器接続画面の見かた
本機に接続しているBluetooth®機器、Wi-
Fi、USBなどの情報を表示します。
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[機器接
続]をタッチ
項目を選び、各機器接続画面を表示しま
す。
● [Bluetooth]

Bluetooth画面について (P.17)
● [Apple CarPlay]

Apple CarPlayを使う (P.85)
● [Android Auto]

Android Auto™を使う (P.87)
● [Wi-Fi]

Wi-Fi画面について (P.19)
● [Wi-Fiスポット]

Wi-Fiスポット画面について (P.20)
● [USB]

USB接続画面について (P.20)

Bluetooth画面について
オーディオやハンズフリーフォンで使用する携帯電話や登録機器の登録情報を表示しま
す。
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[機器接続]?[Bluetooth]をタッチ
設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[登録] Bluetooth®機器を本機に登録します。

携帯電話またはBluetooth®機器のBluetooth®設定でデバイス検索し、
「MY-CAR」を選択します。
設定する機種によって、パスキー入力が必要です。

[優先接続設定] 携帯電話の優先接続設定をします。
デバイス名 現在登録されているBluetooth®機器のデバイス名をリスト表示しま

す。
[ ] Apple CarPlayが使用可能なデバイスを接続すると表示し、タッチする

と接続または解除が切り替わります。
[ ] ハンズフリーフォンの接続状態を表示します。タッチすると接続また

は解除が切り替わります。
[ ] Bluetooth®オーディオの接続状態を表示します。タッチすると接続ま

たは解除が切り替わります。
[ ] [削除する]をタッチすると登録したBluetooth®機器を消去します。

[起動オプション]からスマートフォン接続時の起動オプションを選択で
きます。

17$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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アドバイス
● 本機は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。 製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールを剥がさな
いでください。

● 本機を分解･改造すると、法律により罰せられることがあります。
● Bluetooth®の登録中にパワースイッチをOFFにした場合、登録は中止されます。故障の原因になりますので、登録中はパワース
イッチをOFFにしないでください。

知識
● 登録機器台数が上限に達している場合、既に登録されている機器を1台削除してから登録を行ってください。
● 優先接続が設定されていると★が表示されます。
● 初期登録後はパワースイッチをONにすると自動的に接続されます。
● 携帯電話機側の詳しい操作方法は、携帯電話の操作手順書を参照してください。また適応するBluetooth®携帯電話は、Nissan-

Connect サービスホームページ（www.nissanconnect.jp）の「適合携帯電話一覧」でご確認ください。
● 入力したパスキーと登録機器のパスキーが異なる場合は、キャンセルを選びパスキーを変更してください。
● Bluetooth®オーディオは、機器により登録方法が異なる場合があります。詳しくは、Bluetooth®オーディオ機器の取扱説明書をお
読みください。

● Apple CarPlayまたはAndroid Auto™が接続されているときは、Bluetooth®機器の登録はできません。
Apple CarPlayまたはAndroid Auto™の接続を解除してから操作してください。

基本的な使いかた

ご
使
用
前
の
確
認
と
設
定



(19,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

■登録機器の設定 (携帯電話)
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[機器接続]?[Bluetooth]?[ ]をタッチ
設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[Bluetooth] Bluetooth®をON/OFFします。Bluetooth®接続を利用するときはONに切り替えてください。
[マルチ接続] ONにすると、ハンズフリーフォンを2台同時に本機に接続できます。
[マルチ接続ヘルプ] マルチ接続の操作ガイドを表示します。
[優先接続設定] 優先的に接続する機器を設定できます。

登録した機器のBluetooth®設定がONのとき、パワースイッチをONにすると自動的に接続されま
す。

[デバイス名] 車載機のデバイス名称を変更します。
[パスキー] 車載機のパスキーを変更します。

Wi-Fi画面について
本機は、自車位置周辺の利用可能なWi-Fiネットワークまたはスマートフォンのテザリング機能などを使用してWi-Fiに接続できます。Wi-
Fiに接続することで、地図データやシステムソフトウェアなどの更新、オンラインでの目的地検索、その他オンラインサービスを利用で
きます。
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[機器接続]?[Wi-Fi]をタッチ
設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[Wi-Fi] Wi-Fi接続ON/OFFを切り替えます。
Wi-Fi接続先デバイス名 利用可能なWi-Fiデバイス名を選んでWi-Fi接続します。

：パスワードが必要です。
：電波の受信状態を表します。

[ ] Wi-Fi情報を表示します。
[Wi-Fi自動接続]をONにすると、2回目以降は利用可能なネットワークに自動接続します。
[削除]をタッチすると、Wi-Fiの接続設定を削除します。

19$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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Wi-Fiスポット画面について
本機がWi-Fiスポットとなり、周辺機器をWi-Fi接続することができます。
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[機器接続]?[Wi-Fiスポット]をタッチ
設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[Wi-Fiスポット] Wi-Fiスポット接続のON/OFFを設定します。Wi-Fiスポット接続を利用するときはONに切り替え

てください。
Wi-Fiスポット情報 接続に必要な情報や、接続している周辺機器の数が表示されます。

[Wi-Fiスポット]がONのとき、表示される二次元コードをスキャンすると、周辺機器をWi-Fi接続す
ることができます。

知識
● [Wi-Fiスポット]を使用するにはNissanConnect サービスのdocomo in Car Connect★への登録が必要です。
詳しくはdocomo in Car Connect のお申し込みサイトhttps://docomo-icc.com/nissanconnect/をご覧ください。

● Wi-Fiスポット画面を表示中に、[ ]をタッチするとネットワーク名(SSID)とパスワードを変更できます。

USB接続画面について
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[機器接続]?[USB]をタッチ
本機に接続しているUSBデバイス、またはスマートフォンを表示します。
[ ]をタッチすると、接続しているUSBデバイス、またはスマートフォンの情報を表示します。

基本的な使いかた
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音量を調整する
機能ごとに音量が設定できます。
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[サウン
ド調整]?[音量調整]をタッチ
設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[オーディオ音
量]

オーディオ、テレビの音
量を調整します。

[ガイド音量] 音声ガイドの音量を調整
します。

[着信音量] 電話の着信音量を調整し
ます。

[送話音量] 電話の送話音量を調整し
ます。

[操作音] タッチパネルの操作音を
ON/OFFします。

[ガイド･メッ
セージ音声]

音声ガイドのON/OFFを
設定します。

知識
● 各項目の音量は、その音が出ているとき
にコントロールパネルの＜ /VOL＞
ダイヤルまたはステアリングスイッチの
＜- +＞ボタンでも調整できます。
調整時は、調整する音量の種類をア
イコンで、現在の音量をバーグラフ
で表示します。

● 送話音量は、通話中のみ設定可能で
す。

画質を調整する
画面表示をOFFにしたり、画質を調整でき
ます。
ランチャーメニューの [ ]? [ ]? [一
般]?[画面設定]をタッチ
設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[画面] 画面表示のON/OFFができ

ます。
[明るさ] [+]、[-]をタッチして明るさ

を調整します。
[コントラス
ト]

[+]、[-]をタッチしてコント
ラストを調整します。

[黒レベル] [+]、[-]をタッチして黒レベ
ルを調整します。

知識
● 画面表示をO F Fにした後、ラン
チャーメニューをタッチすると画面
表示が一時的にONになります。

21$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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時計を設定する
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[時計]をタッチ
設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[常時表示] 画面上の時計表示のON/OFFを設定します。
[時計設定モード] [自動] GPSからの情報を使って自動で時刻を設定します。

[手動] [日時設定]から手動で日時を設定します。
[オフセット調整（時間）] [+]、[-]をタッチして時間を調整します。
[オフセット調整（分）] [+]、[-]をタッチして分を調整します。
[時間表示] 12H/24H表示を切り替えます。
[日付フォーマット] 年/月/日の表示フォーマットを設定します。
[日時設定] [時計設定モード]が[手動]に設定されているときに時計表示を設定します。

[+]、[-]をタッチして日付や時間を調整します。

知識
● 時計に表示されている時刻は、ナビゲーションのGPSにより、ほぼ正確に表示されます。
● 時計の設定はアドバンスドドライブアシストディスプレイの時計設定と連動します。アドバンスドドライブアシストディスプレイ
については車両取扱説明書をご覧ください。
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ソフトウェア更新
NissanConnect 専用車載通信ユニット
「Telematics Control Unit」またはWi-
Fiを使用して、本機や、車両で操作できる
メーターやカメラなどのソフトウェアを更
新することができます。

ソフトウェア更新画面
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[システ
ム更新]?[ソフトウェア更新]をタッチ
ソフトウェア更新画面を表示します。

項目 機能･操作説明
[ソフトウェア更
新]

情報センターと接続
し、更新可能な最新ソ
フトウェアの有無を確
認します。
更新データがあればダ
ウンロードすることが
できます。

[ソフトウェア更
新の設定]

ソフトウェア更新の準
備方法を設定します。
[自動]および[手動]を切
り替えます。
[自動]にすると更新デー
タの確認とダウンロー
ドを自動で行います。
自動でソフトウェア

を更新する (P.23)
[ソフトウェア更
新の履歴]

ソフトウェア更新の履
歴を表示します。
履歴をタッチすると更
新内容の詳細を確認で
きます。

[モジュールバー
ジョン情報]

ソ フ ト ウ ェ ア の モ
ジュールバージョン情
報を表示します。

[ソフトウェア更
新の予約設定]

更新開始の予約時刻を
変更します。
開始時刻の予約と変

更 (P.24)

自動でソフトウェアを更新する
ソフトウェア更新の設定を[自動]に設定する
と、自動で更新の確認、データのダウン
ロードを行います。
更新データのダウンロードはリチウムイオ
ンバッテリー残量が十分な場合に行われ、
ソフトウェアの更新はパワースイッチが
OFFのときに行われます。

アドバイス
● ソフトウェア更新実施中は、パワー
スイッチをONにすることができませ
ん。そのため、車両を運転すること
ができなくなります。更新が完了す
るとパワースイッチをONにすること
ができます。また、更新中は一部機
能が使用できなくなります。

知識
● すぐにソフトウェア更新を開始しない場
合は、更新開始の確認画面で[あとで]を選
ぶか、開始時刻の予約をしてください。
開始時刻の予約と変更 (P.24)

■更新の確認
パワースイッチをONにすると、自動的に情
報センターと接続し、最新のソフトウェア
の有無を確認します。

■更新データのダウンロード
更新可能なソフトウェアがあれば、自動的
にダウンロードします。リチウムイオン
バッテリーの残量が少ないときはダウン
ロードが一時停止します。
ダウンロード中は通常通り車両をご使用い
ただけます。

知識
● 更新データがダウンロードされると
更新準備完了アイコン( )が表示され
ます。

23$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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■ソフトウェアの更新
更新データのダウンロード後にパワース
イッチをOFFにすると、更新開始の確認画
面が表示されます。更新内容および所要時
間が確認できます。
更新開始の確認画面から以下の項目が選べ
ます。

項目 機能･操作説明
[今すぐ] すぐにソフトウェア更新

が開始されます。
[予約設定] 更新開始時刻を設定でき

ます。
開始時刻の予約と変

更 (P.24)
[あとで] 次回パワースイッチを

OFFにしたときに再度更
新開始の確認画面が表示
されます。

知識
● 更新は自動で行われるため、完了を待
たずに車から離れることができます。

● 更新開始時に普通充電を行っている
場合、充電は一時停止されます。更
新が完了すると充電が自動的に再開
されます。

開始時刻の予約と変更
更新開始の確認画面で[予約設定]をタッチす
ると、予約画面が表示され、開始時刻の予
約設定ができます。予約時刻は24時間後ま
で設定できます。
設定した予約時間は[ソフトウェア更新の予
約設定]から変更できます。
ソフトウェア更新画面 (P.23)

知識
● 開始時刻の予約設定をしている場合
は、予約設定アイコン( )が表示され
ます。

予約設定した時刻になるとソフトウェア更
新が自動で開始されます。 予約設定時刻に
更新開始条件が整っていなかった場合は更
新は実施されず、予約設定もキャンセルと
なります。

■更新開始条件
● 更新を安全に開始するために以下の状態
にしてください。 条件がそろわないと更
新が開始されない場合があります。
– 車両が安全な場所に停止しているこ
と

– パワースイッチをOFFにしていること
– リチウムイオンバッテリー残量が十
分であること

– 非常点滅表示灯等の電装品をOFFにし
ていること

– 急速充電を行っていないこと

基本的な使いかた
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NissanConnect サービス ユー
ザーIDおよびパスワードの入力
NissanConnect サービスのスマートフォ
ンアプリログイン、リモートサービスのご
利用には、ナビ画面でのIDとパスワードの
登録が必要です。

知識
● NissanConnect サービスの登録が完
了すると、会員IDとパスワードが通
知されます。このIDが初期IDとなりま
す。IDとパスワードは、専用webサ
イト (https://www3.nissan.co.jp/
connect.html) でいつでも覚えやす
いものに変更が可能です。
初期会員IDまたは、専用webサイト
で変更した最新のID/パスワードをナ
ビに登録し、情報センターと認証す
ることで、スマートフォンアプリが
利用できるようになります。

NissanConnect サービス (P.90)
● お客さまに正しくIDを管理していた
だくよう、ナビ画面上に定期的にお
知らせが表示されます。画面に従っ
て登録操作をしてください。
この登録操作をされないと、スマー
トフォンアプリのリモート操作がで
きなくなります。登録をするとアプ
リからのリモート操作を引き続きご
利用になれます。

入力手順
1. ランチャーメニューの [ ]? [ ]?
[NissanConnectサービス]?[ユーザー
ID･パスワード設定]をタッチ

2. ユーザーID、パスワードを入力
[ユーザーID]、[パスワード]をタッチし
て、入力画面を表示します。
入力したら[決定]をタッチします。
パスワードとして入力した文字は「*」
で表示されます。

3. [登録]をタッチ
メッセージが表示され、[はい]をタッチ
すると情報センターと通信し、サービ
スがご利用になれます。

知識
● 車をお譲りになる場合は、ユーザー

IDおよびパスワードを必ず消去して
ください。

NissanConnect サービスを設定
する (P.98)

自宅を登録する
自宅を登録しておくと、簡単に目的地とし
て設定することができます。
1. 目的地設定をしていないとき、ラン
チャーメニューの[ ]?地図ショート
カットメニューの[ ]をタッチ
地図ショートカットメニューについ

て (P.35)
メッセージが表示されたら[はい]をタッ
チし場所を探す方法を選びます。

2. 場所を探す方法を選ぶ

3. 地図画面上で自宅の場所にカーソル
( )を合わせ、[決定]をタッチ
カーソル（ ）を合わせた場所を自宅
として登録します。

NAA0127X

知識
● 目的地設定をしていないとき、ラン
チャーメニューの[ ]?[ ]?[自宅]を
タッチしても、自宅を登録できます。

● 登録した自宅は編集することができ
ます。
登録地を編集する (P.55)

25$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

はじめに設定しておきたいこと
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EVメニュー画面
EVメニュー画面の見かた P.28

航続可能距離を表示する
航続可能距離画面の見かた P.29

充電スポット情報を見る
地図上のアイコンから情報を見る P.30

充電スポットの満空情報を確認する P.30

EV専用機能を設定する
EV情報設定 P.31

27
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EVメニュー画面の見かた
EVメニューにはEV（電気自動車）を運転されるお客さまをサポートするための便利な機能があります。
ランチャーメニューの [ ]?[アプリ]?[EV]をタッチ
項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[電力消費計] 過去15分間の平均電費履歴を表示します。画面左側には、航続可能距離画面が表示されます。
[航続可能距離] 現在のリチウムイオンバッテリー残量で走行できる範囲を地図上に表示します。

航続可能距離画面の見かた (P.29)
[充電スポットを探す] 現在地周辺にある充電スポットを探します。

充電スポットリストが表示され、情報を見たり目的地に設定したりできます。
[充電スポット更新] 場所を指定して、手動で充電スポット情報を更新します。
[タイマー充電] タイマー充電を設定します。 詳細は車両取扱説明書をお読みください。
[タイマーエアコン] タイマーエアコンを設定します。 詳細は車両取扱説明書をお読みください。

EVメニュー画面

E
V
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航続可能距離画面の見かた
現在のリチウムイオンバッテリー残量でどのくらいの範囲まで走行できるのかを地図上で
確認できます。充電スポット情報も地図上に表示します。
ランチャーメニューの [ ]?[アプリ]?[EV]?[航続可能距離]をタッチ
航続可能距離画面が表示されます。

NAK0029X

航続可能距離
現在のリチウムイオンバッテリー残量
で到達できる可能性が高いエリアを表
示します。
到達予想エリア
エアコンOFF設定の時に到着できる可能
性が高いエリアを表示します。
[目的地到着後]/[最寄の経由地]
目的地のみが設定されているときは [目
的地到着後]が表示されます。目的地到
着時のリチウムイオンバッテリー残量
を考慮した航続可能エリアを表示しま
す。
目的地および経由地が設定されている
ときは[最寄の経由地]が表示されます。
最初の経由地到着時のリチウムイオン

バッテリー残量を考慮した航続可能エ
リアを表示します。
[充電スポットを探す]
充電スポットを探してリスト表示しま
す。情報を見たり目的地に設定したり
できます。

アドバイス
● 航続可能距離は運転のしかた、道路状況
（坂道、山道など）、交通状況（渋滞な
ど）によって変化する場合があります。

目的地／経由地を設定する

注意
● ルート探索結果画面に表示されるリ
チウムイオンバッテリー残量は、探
索結果を元に算出した到着時の予測
残量です。
ルート探索結果画面 (P.46)

● 充電施設は使用状況に応じてルール･
マナーを守ってご利用ください。

航続可能距離画面を動かして、カーソル
（ ）を合わせ、[ここへ行く]をタッチす
ると、目的地や経由地に設定できます。
[充電スポットを考慮したルートを使う]を
ONにすると、目的地までの航続可能距離が
足りない場合、自動的に充電スポットを経
由地に入れたルートを設定できます。
ルート探索条件メニュー (P.51)

アドバイス
● 充電スポット情報の詳細や現在の位
置などが更新されている可能性があ
ります。目的地として設定される場
合は、営業時間や充電設備などの情
報をお客さま自身で確認されること
をおすすめします。また、リチウム
イオンバッテリー残量を考慮したド
ライブ計画を立ててください。

29$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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地図上のアイコンから情報を見る
地図上の充電スポットアイコンにカーソル
( )を合わせるとポップアップ画面が表示
されます。
● [ここへ行く]：タッチすると目的地に設
定します。

● [詳細情報]：タッチすると充電スポット
情報画面を表示します。 施設にある充電
設備や設置台数、営業時間や料金などを
確認できます。

充電スポットアイコン表示
：普通充電器のみの施設

: 急速充電器がある施設

充電スポットの種類ごとに表示/非表示が設
定できます。

EV情報設定 (P.31)

知識
● 地図の縮尺サイズによっては、充電
スポットアイコンは表示されませ
ん。

充電スポットの満空情報を確認する
NissanConnect サービスを使って充電ス
ポットの満空情報を確認することができま
す。
ランチャーメニューの [ ]?[アプリ]?
[NissanConnect サービス]?[充電スポッ
ト満空情報]をタッチ
充電スポットの満空情報をアイコンの色で
確認できます。

表示色 利用状況
緑 利用可能
赤 使用中

グレー 不明
リスト上の[ ]をタッチすると充電スポット
情報画面を表示します。

知識
● 営業時間外または使用不可の場合は

[ ]または[ ]で表示します。
● マップメニューからでも充電スポッ
トの満空情報を確認することができ
ます。
マップメニューを表示する (P.36)

● リスト上の充電スポットをタッチす
ると目的地に設定できます。

充電スポット情報を見る
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EV情報設定
ランチャーメニューの [ ]?[アプリ]?[EV]?[ ]をタッチ
設定項目を選びます。
項目は、ソフトウェアバージョンなどの違いにより異なります。

項目 機能･操作説明
[ナビ画面への通知] [バッテリー残量低下通知] メーター内のリチウムイオンバッテリー残量警告灯が黄色く点灯したとき、

ナビゲーション画面にも通知します。
通知が表示された場合、[確認]をタッチして通知内容を確認します。バッテ
リー残量低下通知が表示された後、さらにリチウムイオンバッテリーの残量
が低下すると、画面にメッセージが表示されます。画面の指示に従って、現
在地周辺の充電スポットを探してください。

[充電促進案内] ルートが設定されていて、現在の航続可能距離では目的地に到達できない可
能性がある場合、充電を促す通知をナビゲーション画面に表示します。
通知が表示された場合、[確認]をタッチして通知内容を確認します。

[充電スポットなし案内] 充電残量が少なくなり、航続可能距離エリア内に2箇所以上の充電スポットが
ない場合、メッセージが表示されます。
通知が表示された場合、[確認]をタッチして通知内容を確認します。

[充電状態の通知] 充電プラグの挿し忘れや充電状況をID連携されたスマートフォンに通知しま
す。

NissanConnect サービスを設定する (P.98)
[充電スポット表示] 充電スポットアイコンの地図上表示をON/OFFします。

地図上のアイコンから情報を見る (P.30)
[充電スポットアイコン表示設定] 地図上に表示する充電スポットアイコンの種類を[24時間稼働]、[新規/更新情

報あり]、[営業時間外]、[NCS]から設定できます。
[営業時間外]は、隔週定休日、不定期な営業時間については対応していませ
ん。
登録地編集で設定した充電スポットのアイコンは、この手順で表示のON/
OFFはできません。

[充電スポット自動登録] 地図データに収録されていない充電スポットを利用したとき、自動的に登録
地として保存します。 自動登録する充電スポットは[急速充電]、[普通充電
(200V)] 、[普通充電（100V）]から選ぶことができます。 充電スポットを自動
登録したくないときは、全ての設定をOFFにしてください。

31$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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[充電スポット登録地] 充電スポットを登録し、繰り返し目的地として設定することができます。
[オペレータへの救援要請通知] リチウムイオンバッテリーの残量が低下し、現在地周辺の充電スポット情報

を検索しても見つからなかった場合、オペレータに接続するかを通知しま
す。

[バッテリーヒーター]
(2WD 66kWhバッテリー搭載車以外)

走行中のバッテリーヒーター作動許可機能をON/OFFします。
詳細は車両取扱説明書をお読みください。

知識
● [ガイド･メッセージ音声]の設定がOFFの場合、音声での通知は行われません。

音量を調整する (P.21)
● [充電スポットを考慮したルートを使う]がONの場合、[ナビ画面への通知]の設定がONでも、ナビ画面への通知はされません。

ルート探索条件メニュー (P.51)
● [充電促進案内]および[充電スポットなし案内]の通知は、渋滞を避けるためにルートを変更したり、エアコンの温度設定の変更によ
りメーターに表示されている航続可能距離に増減があった場合は、再度通知されることがあります。

EV専用機能を設定する
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地図表示について
現在地の地図表示 P.34

マップメニューを表示する P.36

地図上のマークや記号について P.37

地図表示の設定 P.38

施設情報を見る P.40

目的地を探す
目的地検索画面 P.41

検索結果の絞込み P.45

ルートを設定する
ルート探索結果の見かた P.46

ルートを編集･変更する
現在のルートを編集する P.50

ルート探索条件メニュー P.51

ルートガイドを中止する P.52

ルートメニューを使う
ルートメニュー一覧 P.53

ナビゲーションを使いこなす
ナビゲーション設定メニュー P.54

登録地を編集する P.55

回避エリアの登録と編集 P.56

セーフティガイドを設定する P.56

交通情報を使う
VICSについて P.58

VICS FM多重情報を見る P.59

VICSの設定をする P.60

ETCの各機能を確認･設定する
確認･設定のしかた P.61

33
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現在地の地図表示
ランチャーメニューの[ ]をタッチすると、地図画面を表示します。地図画面をタッチす
るとカーソル（ ）が表示され、画面の中心になるように地図が移動します。
走行中は、安全のため微調整はできません。
※説明のため画面は白地図を使用しています。

NAB0225X

時計
現在時刻を表示します。12時間／24時
間表示を切り替えることができます。
タッチすると時計を設定できます。
ETCアイコン
ETCが使用可能なときに表示されます。

ETCの各機能を確認･設定する (P.61)
Telematics Control Unitアイコン
NissanConnect サービスの受信状態を
表示します。
電波の受信状態が良好なときに が表
示されます。

NissanConnect サービス (P.90)

[ ]
ナビゲーション設定メニューを表示し
ます。
ナビゲーション設定メニュー (P.54)

到着予想時刻/予想残り時間
目的地までの到着予想時刻または予想
残り時間を表示します。
地図表示の設定 (P.38)

経由地を設定しているときにタッチす
ると経由地の到着予想時刻または予想
残り時間表示に切り替えることができ
ます。

目的地/経由地までの距離
目的地/経由地までの距離を表示しま
す。
現在地の情報
状況に応じて、以下の情報が表示され
ます。
- 自車位置付近の地名
- 走行中の道路の名称
- 次に通過する交差点の名称
方位マーク
地図の方向を示します。タッチする
と、地図の向きを進行方向を上、また
は北を上に変えることができます（2D
ビュー時のみ）。 また、2Dビューと3D
ビューを切り替えることができます。
[ ]/[ ]
目的地メニューまたはルートメニュー
を表示します。
目的地検索画面 (P.41)
ルートメニュー一覧 (P.53)

地図を動かしたときにタッチすると
マップメニューを表示します。
マップメニューを表示する (P.36)

VICSの受信時刻
VICS受信時刻を表示します。
簡易右左折表示
次に曲がる交差点までの距離と、曲が
る方向を示します。
ガイド中のルート
目的地までの経路を示します。
[ ]/[ ]
[ ]: 目的地に関連するワードを入力し
て目的地を検索します。
[ ]: NissanConnectサービスに加入し
ていて電波状況が良好な場合、Google

地図表示について
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検索が使用できます。
目的地検索画面 (P.41)
NissanConnect サービス (P.90)

ガイド地点
ルートガイドが行われる地点をアイコ
ンで表示します。
縮尺サイズ
地図の縮尺を調整します。
現在の縮尺が表示されている部分を
タッチすると、[ ]および[ ]が非表示
になります。
自車マーク
自車位置と進行方向を示します。
地図ショートカットメニュー
目的地消去と自宅への目的地設定に加
え、各種操作ができるショートカット
を表示します。
地図ショートカットメニューについ

て (P.35)

アドバイス
● ピンチイン/ピンチアウトで地図の縮
尺を変えた場合は、地図画面上の
[ ]をタッチするか、ランチャーメ
ニューの[ ]をタッチすると元の縮尺
に戻ります。

● 地図を拡大すると建物などがより詳
しく表示されます（市街地図）。

地図ショートカットメニューについて
地図画面下部に、いろいろなナビ操作がで
きるショートカットメニューが表示されま
す。 目的地設定前に[ ] （自宅への目的地
設定）、目的地設定時に[ ] （目的地消
去）が表示され、その他はお好みのメ
ニュー項目を設定できます。
[>]または[<]をタッチして表示/非表示を切
り替えることができます。

■地図ショートカットメニューの編集

地図ショートカットメニューのアイコンを
長押し
編集画面が表示されます。
● [×]をタッチすると、ショートカットを削
除します。

● ショートカットを長押ししながらドラッ
グすると、移動ができます。

● [追加]または[+]をタッチすると、ショー
トカットの追加ができます。

項目 表示アイコン
[職場]
[交通情報表示]
[交通情報の設定]
[施設アイコンの表示]
[ここを登録]
[オペレーター]
[施設カテゴリーから] (※)
[充電スポットを探す]
[充電スポット更新]

※：[施設カテゴリーから]で詳細なカテゴ
リーを選択すると、選んだカテゴリーのア
イコンが地図ショートカットメニューに表
示されます。

知識
● 編集画面は、追加･削除が可能なアイ
コンを長押ししたときのみ表示され
ます。

● ランチャーメニューの[ ]?[ ]?
[地図表示設定]?[地図ショートカット
メニュー編集]をタッチしても編集画
面を表示できます。

35$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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マップメニューを表示する
カーソル（ ）が表示されているときに[ ]または[ ]をタッチすると、マップメニューを表示します。

項目 機能･操作説明
[ここへ行く] カーソルの地点を目的地に設定します。
[ここをルートに追加] カーソルの地点をルートに追加します。
[周辺施設を検索] カーソル地点周辺の施設を検索し、目的地や経由地に設定します。
[消去] カーソルを合わせた登録地を消去します。登録地にカーソルを合わせたときのみ選択できま

す。
[充電スポット満空情報] 情報センターに接続して、カーソル地点周辺の充電スポット満空情報を取得します。

充電スポットの満空情報を確認する (P.30)
[充電スポット更新] 情報センターと通信して、カーソル地点周辺の充電スポット情報を更新します。
[渋滞情報取得] カーソル地点周辺の渋滞情報をダウンロードします。NissanConnect サービスの[渋滞情報取

得]と同じ機能です。

地図表示について
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地図上のマークや記号について

地図上のマークや記号

記号 記号の意味 記号 記号の意味 記号 記号の意味

自車マーク 高速道路入口 高速道路出口

目的地 一方通行マーク
（市街地図のみ）

ガイド地点
（ルートガイドが行われるポイ

ント）

経由地
（番号は経由する番号） 登録地

カーソル
（施設アイコンにあわせると施

設情報を表示）

ガイド中のルート、道路、鉄道など

表示例
表示 意味 表示 意味
(黄) ガイド中のルート (薄茶) 一般道
(青) 有料･高速道路 (黒) 鉄道（JR）
(赤紫) 国道 (紫) 鉄道（私鉄）
(緑) 県道･主要地方道路

37$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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地図表示の設定
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[地図表示設定]をタッチ
設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[地図の向き] 地図を表示させる向きや2D/3Dビューを切り替えます。
[自車位置を中心に表示] 自車位置を中心に表示するかをON/OFFします。
[施設アイコン] 地図上に表示する施設アイコンのON/OFFを設定します。
[交通情報･VICSの設定] VICS情報の各種設定をします。

VICSの設定をする (P.60)
[2画面設定] 2画面設定をON/OFFします。
[2画面の右地図設定] 右画面の地図表示設定をします。
[ガイド中の常時表示
設定]

[常時表示解除] ガイド地点から離れている場合、現在地の地図を表示します。ガイド地点に近
づくと、交差点拡大図が表示されます。

[交差点リスト] ガイドする地点リストを表示し、ガイド地点（交差点など）に近づくと、交差
点拡大図に切り替わります。ランチャーメニューの[ ]をタッチすると表示を切
り替えることができます。

[交差点拡大図] 交差点などのガイド地点に近づくと音声と画面で表示ルートを案内します。ガ
イド画面を常に表示させるか設定ができます。ランチャーメニューの[ ]をタッ
チすると表示を非表示にできます。

[ガイド時の設定] [ハイウェイモードの自動表示] 高速道路走行中のハイウェイ情報画面の自動表示のON/OFFを設定します。
[到着予想時刻の表示] 到着予想時刻の表示のON/OFFを設定します。OFFのときは、予想残り時間を表

示します。
[経由地までの予想時刻の表示] ONにすると、経由地までの予想時刻を表示します。
[目的地提案設定] 過去の目的地設定の傾向を考慮し、起動時に設定する目的地を提案する機能を

ON/OFF設定します。目的地提案情報の消去もできます。
[オーディオ情報] 地図画面上のオーディオ表示のON/OFFを設定します。

オーディオ表示をタッチするとオーディオ画面を表示できます。
[現在地点の表示] 地図画面上の現在地情報表示のON/OFFを設定します。
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[地図ショートカットメニュー編集] 地図ショートカットメニューの編集ができます。
地図ショートカットメニューについて (P.35)

[昼モードの地図色] 地図色を黒地図･白地図から選択できます。
[地名] 地図上に表示する地名の表示ON/OFFを設定します。
[施設名] 地図上に表示する施設名の表示ON/OFFを設定します。
[道路名] 地図上に表示する道路名の表示ON/OFFを設定します。
[交差点名] 地図上に表示する交差点名の表示ON/OFFを設定します。
[地図文字サイズ] 地図上の文字の大きさを設定します。
[走行軌跡] 走行軌跡表示のON/OFFを設定します。
[走行軌跡表示間隔] 走行軌跡表示の間隔を設定します。
[スクロール地点情報表示] スクロール地点の各情報表示のON/OFFを設定します。
[現在地修正] 現在地を修正できます。
[都市内高速入口ビュー] 都市内の高速道路の入口を立体的な画像で表示します。
[一般道の方向看板表示] 一般道を走行しているときの方面看板の表示方法を選べます。
[通過交差点の情報表示] 通過する交差点の情報（交差点名称、レーンガイド、信号機など）の表示方法

を選べます。
[最速ルート探索ダウンロード] ルート探索時の最速ルート自動ダウンロードを設定します。

行き先設定時自動ダウンロードのON/OFFと自動ダウンロードする間隔を設定
します。

知識
● ナビゲーションシステムは、車の情報（車速･ジャイロセンサー）と人工衛星の情報（GPS）を組み合わせて自車の現在地を計算
し、地図上に表示することで、目的地までのルート案内をしています。

● 現在地や進行方向は走行条件などによってずれることがあります。故障ではありませんので、しばらく走行を続けると正常な表示
になります。しばらく走行を続けても表示が戻らない場合は、自車位置を修正してください。

39$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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施設情報を見る
地図上のマークや記号にカーソルを合わせ
ていろいろな情報を表示できます。
地図上にコンビニエンスストアなどの施設
アイコンが表示されているときに、施設ア
イコンにカーソル（ ）を合わせると施設
情報を表示します。
[ここへ行く]をタッチして、目的地に設定で
きます。
[詳細情報]をタッチするとさらに詳しい情報
を表示します。

知識
● 情報データが収録されていない場合
は表示されません。

● 複数施設がある場合、 [＜ ]、 [＞ ]を
タッチして施設を切り替えることが
できます。

地図表示について
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目的地検索画面
ランチャーメニューの[ ]?[ ]をタッチ
いろいろな方法で目的地を探せる目的地メニュー画面を表示します。目的地メニューは編集することができます。
目的地メニュー画面の編集 (P.44)

表示される項目は、条件やソフトウェアバージョンなどの違いにより異なります。
＜目的地設定メニュー例＞

項目 機能･操作説明
[キーワード検索から] 施設名や住所の他、目的地に関連するワードを入力して目的地を検索

します。
住所、施設名など複数のキーワードを入力するときは、「映画館 横
浜」のようにワード間にスペースを入力してください。

[Google検索] Google検索の結果から目的地設定ができます。NissanConnect サー
ビスに入会するとご利用いただけます。

[自宅] あらかじめ設定した自宅を目的地に設定します。自宅が未登録の場合
はメッセージが表示されます。

[履歴] 以前の目的地履歴から目的地を設定します。
[目的地履歴の消去]をタッチすると履歴を消去することができます。

[その他の目的地設定メニュー] [住所] 住所を入力して目的地を設定します。
[施設ジャンル] 施設ジャンルから目的地を設定します。

施設ジャンル (例) (P.42)
[登録地] あらかじめ登録した場所を目的地に設定します。

[新規登録]をタッチすると新しく登録地を設定できます。
[充電スポットを探す] 充電スポットを目的地に設定します。
[職場] あらかじめ設定した職場を目的地に設定します。

職場が未登録の場合はメッセージが表示されます。
[登録ルート] 登録ルートを使用して目的地設定をします。

ナビゲーション設定メニュー (P.54)
[電話番号] 電話番号から目的地を設定します。
[地図] 地図画面から目的地を設定します。
[緯度経度] 緯度･経度を入力して目的地を設定します。

41$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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[充電スポットを探す] 充電スポットを目的地に設定します。
[コンビニエンスストア] コンビニエンスストアを目的地に設定します。
[ファミリーレストラン] ファミリーレストランを目的地に設定します。
[駐車場] 駐車場を目的地に設定します。

施設ジャンル (例)
[施設ジャンル]から以下のような項目が選べ
ます。
選べるジャンルは、地図更新などにより変
更されることがあります。
● 観る･遊ぶ
● 食べる･飲む
● 買い物･店
● 泊まる
● 交通機関
● 銀行･学校･役所
● クルマ関連施設
● 病院･福祉施設
● 神社･教会･寺院･式場

ジャンルによっては、選ぶとさらに詳細な
項目が選べます。

＜ジャンル選択例＞
観る･遊ぶ 遊園地･テーマパーク

動物園･水族館･植物園
温泉･お風呂
ゴルフ場･ゴルフ練習場
公園
ビューポイント
観光名所
自然景観地
スポーツ施設
スキー･スノボ場ほか
マリンスポーツ
モータースポーツ･サー
キット場
スタジアム
ビーチ･海水浴場･海岸
キャンプ場
つり
マリーナ･ヨットハー
バー
遊覧･フェリー

ボウリング･カラオケ･
パチンコほか
映画館
ライブハウス
劇場･寄席
美術館･画廊
博物館･科学館ほか
花火大会
花の名所
くだもの狩り
生物観察ポイント
プラネタリウム
観光案内･販売
競馬･競輪ほか

食べる･飲む ファミリーレストラン
ファーストフード
すし店
うどん･そば
肉料理
ステーキハウス
カレーハウス

目的地を探す
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ラーメン
パスタ
コーヒーショップ･専門
店
お好み焼き･鉄板焼ほか
和食･海鮮料理
割ぽう･懐石
フランス料理
イタリア料理
中華料理
各国料理
郷土料理
喫茶店･甘味処
ドライブイン･道の駅
ピザ
お弁当
飲み屋

買い物･店 コンビニエンスストア
総合スーパー･スーパー
マーケット
デパート
アウトレットモール･
ショッピングセンター
薬局･薬店･ドラッグス
トア
ホームセンター
ディスカウントストア

100円ショップ
家電製品･量販店
携帯電話ショップ
レンタルショップ
CD･DVD･ビデオ
本･書店
衣料品店
スポーツ用品
マリンスポーツ
おもちゃ･ゲーム･子供
用品
ケーキ･お菓子･パン･ア
イス
食材･食料品･酒店
お弁当
クリーニング
美容･理容･アロマ
めがね･コンタクト
時計･アクセサリー
かばん･靴
日用品･雑貨品･文具
インテリア用品･家具ほ
か
リサイクルショップほ
か
カー用品

自転車店
住まい
宝くじ･スポーツくじ販
売
プレイガイド･金券
つり･趣味の店
ペット
花･園芸
オーディオ･楽器
写真館
観光案内･販売
ドライブイン･道の駅
みやげ･郷土品
朝市･夕市･定期市
仏壇･仏具･墓石

泊まる ホテル
旅館
温泉･お風呂
ビジネスホテル
公共の宿
民宿
ペンション
他の宿泊施設

交通機関 駅
空港

43$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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フェリー
ドライブイン･道の駅

銀行･学校･役所 都市銀行
地方銀行
ゆうちょ銀行
学校
役所
郵便局
信用金庫
信用組合
その他金融機関
図書館
塾･スクール･習い事
運転免許試験場
ホール･会館
公民館･集会所
警察署
消防署
保健所
年金事務所
税務署
法務局
裁判所
外国公館
大使館･領事館

クルマ関連施設 日産販売店
ガソリンスタンド
充電スポット
駐車場
カー用品
洗車場
ドライブイン･道の駅
レンタカー
日産中古車販売
その他中古車販売･買取
その他自動車販売
モータースポーツ･サー
キット場
運転免許試験場
自動車教習所
板金･塗装
自動車整備･解体
ロードサービス
JAF

代行サービス
オートバイ関連
公衆トイレ

病院･福祉施設 総合病院
病院･医院･療養所
専門病院

はり･きゅう･マッサー
ジ･整体
介護･福祉施設･老人
ホーム
リハビリ･ホスピス
動物病院

神社･教会 ･寺
院･式場

神社

教会
仏教教会
寺院
結婚式場
葬祭場･霊園
ホール･会館

目的地メニュー画面の編集
目的地メニュー画面の項目を長押しする
と、表示項目を編集することができます。
[追加]をタッチするとお好みの検索方法を追
加でき、表示項目を長押ししながらドラッ
グすると、移動ができます。
[×]をタッチすると削除ができます。
● 以下の項目は削除できません。
– [キーワード検索から]
– [Google検索]
– [自宅]
– [履歴]
– [その他の目的地設定メニュー]
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知識
● 項目追加時に[施設ジャンル]を選び、
ポップアップから[詳細]を選ぶとさら
に細かいジャンル設定が選べます。

検索結果の絞込み
施設の検索結果リストで[オプション]をタッチすると、リストの表示方法が選べ、[絞込み]
をタッチすると詳細な施設ジャンルが選択できます。
目的地の検索方法により表示される項目は異なります。

項目 機能･操作説明
[ルート沿い] 目的地が設定されている場合、ルート沿いの検索結果

を表示します。
[目的地周辺から探す] 目的地が設定されている場合、目的地周辺の検索結果

を表示します。
[地域を指定する] 地域を指定して絞り込みます。
[現在地周辺から探す] 現在地周辺の検索結果を表示します。
[並べ替え] 読み順または関連度順で並び替えます。
[スクロール地点情報から探す] 地図で指定した地点の周辺の充電スポットを探しま

す。
[設置されている施設から探す] 施設ジャンルから指定した施設周辺の充電スポットを

探します。
[満空情報を更新する] 充電スポット満空情報を更新します。

45$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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ルート探索結果の見かた
目的地を設定したら、ルートガイドを始める前に、ルートの確認や他のルートの選択、施設情報の確認などができます。
経由地を設定しているときは、ルートを変更できません。

ルート探索結果画面

NAB0228X

目的地までのルート

目的地までの距離
現在地から、目的地までの距離を表示します。経由地を設定している場合、一番近い
経由地までの距離を表示することもあります。
目的地に到着する予想時間
目的地に到着する予想時間を表示します。経由地を設定している場合、一番近い経由
地に到着する予想時間を表示することもあります。
目的地の情報
目的地の登録名称、施設名称、住所などを表示します。

操作メニュー

ルートを設定する
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項目 機能･操作説明
[ガイドを開始] 目的地までのルートガイドを開始します。ルート探索結果を表示したまま、しば

らくナビゲーションシステムの操作をしないと、自動的にガイドを開始します。
[ルート情報] 走行する道路の種類や距離、目的地への到着予想時刻などを表示します。道路を

タッチすると回避道路に選択でき、[再探索]をタッチして指定した道路を通らな
いルートに修正できます。
[解除]をタッチすると、回避道路設定を解除して元のルートに戻ります。

[その他] [行き先の追加] 目的地、経由地の追加をします。
[最速ルート探索] 情報センターから最新の交通情報をダウンロードし、最速ルートを探索します。

最速ルート探索のご利用にはNissanConnect サービスへのお申し込みが必要で
す。詳しくは日産販売会社またはNissanConnect お客さまセンターにお問い合
わせください。
最速ルート探索をする (P.49)

[位置を修正] 設定した目的地位置の微調整ができます。
[情報を見る] 施設情報を確認できます。 施設情報がない場合は表示されません。
[現在のルートを登録] 現在設定しているルートを登録します。

経由地を含むルート設定をしているときのみ登録できます。ルートの登録は地点
や探索条件のみが登録されるため、前回と異なるルートを表示することがありま
す。

[ここを登録] カーソルの地点を登録地に設定します。
[複数ルート探索条件] ルート探索結果画面に表示されるルート条件を設定します。

[探索条件別]：ルート探索条件別に複数のルートを表示します。
[同一探索条件]：現在選択しているルート探索条件と同じ探索条件で複数のルー
トを表示します。

ルート探索結果
設定したいルートを選びます。

47$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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項目 条件
[有料優先] 有料道路を優先して使用するルートです。
[省エネ] 勾配の多い道や走行速度の速い道路を避けた、消費電力が少ないルートです。道路状況やエアコ

ンの使用状況によって他のルートよりも電力を消費することがあります。
[一般優先] 航続時間を考慮しつつ有料道路を使わないルートです。
[距離優先] 一般道路を優先した、距離の短いルートです。 （VICS情報は規制情報のみ考慮します。）

知識
● 都市間高速（東名高速、中央道、名神高速など）、都市内高速（首都高速など）や、それらに接続される一般有料道路（東日本高
速道路（株）、中日本高速道路（株）、西日本高速道路（株）管理）がルートに含まれる場合、その通行料金が表示されます。た
だし、料金は目安です。

■リチウムイオンバッテリー残量予測機能について
リチウムイオンバッテリー残量予測機能は、走行ルートの道路勾配、交通状況、エアコン消費電力の情報をもとに電力消費量を予測して
リチウムイオンバッテリーの残量予測を画面上に表示します。
● 予測結果は、あくまでも目安としてご確認いただき、余裕をもって充電を行ってください。
● 走行開始後の状況の変化を確認できません。ルート選択の目安としてご活用ください。
● 走行開始後は、メーター内の航続可能距離表示を参考に走行し、余裕をもって充電を行ってください。
● 以下の場合、リチウムイオンバッテリー残量予測がずれる場合があります。
– 急発進や急停止などを繰り返した場合
– エアコンの利用状況が変化した場合
– 交通状況が変わった場合、走行ルートが予測と異なる場合
– 強風や寒冷、降雪の場合
– 標準外タイヤ、空気圧が少ないタイヤ、傷みのあるタイヤ、スタッドレスタイヤ等を使用している場合
– リチウムイオンバッテリーが劣化しているとき
– 標準外の装備品（キャリア等）をつけているとき

ルートを設定する
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有料区間の修正をする
ルートに有料道路がある場合、出入口を変
更して区間の修正ができます。
1. ルート探索結果から有料道路の入口ま
たは出口をタッチ

NAB0229X
2. お好みの有料道路出入口をタッチ
出入口を変更して区間を修正します。

NAB0230X

知識
● ルート上の最初の有料道路入口と最後の
出口のみ変更可能です。ルート内にジャ
ンクションがある場合は、ジャンクショ
ンを選ぶと他路線の出入口を選べます。

最速ルート探索をする

ルート探索結果画面で[その他]?[最速ルー
ト探索]をタッチ
情報センターから最新の交通情報をダウン
ロードし、最速ルートを探索します。

知識
● 交通情報のダウンロード中に[終了]を
タッチすると、ダウンロードが終了
し、最速ルート探索を中止します。

● ルート探索時点で所要時間が最短と
予測されるルートを選択するもので
あり、必ずしも渋滞を回避するもの
ではありません。またVICS情報とそ
の他の交通情報を用いた探索結果で
あり、必ずしも実際の最速ルートと
ならない場合があります。

● 渋滞表示の道路を案内したり、順調
表示の道路を迂回する場合がありま
す。

● ルート設定後にランチャーメニュー
の [ ]? [ ]? [最速ルート探索 ]を
タッチしても最速ルート探索ができ
ます。

49$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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現在のルートを編集する
ルートガイド開始後に、ルートの目的地や経由地、探索条件を変更できます。
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[ルート編集]をタッチ

NAB0236X

目的地
消去や到着順の変更、位置の修正などができます。
[再探索]
編集した内容で再度ルート探索を行います。
[ ここに追加]
目的地を追加します。 目的地を新たに追加した場合、設定済みの目的地が経由地とな
ります。
[ ここに追加]
経由地を追加します。
経由地
消去や到着順の変更、位置の修正などができます。[×]をタッチしても消去できます。
区間探索条件
目的地/経由地までのルートについてルート探索の条件を変更できます。

知識
● ルートが設定されているときに地図
ショー トカットメニューの[ ]?[1件
消去]をタッチすると、目的地または
経由地を削除できます。

● [充電スポットを考慮したルートを使
う]がONのときは、ルート編集はでき
ません。
ルート探索条件メニュー (P.51)

ルートを編集･変更する
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ルート探索条件メニュー
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[ルート探索条件]をタッチ
ルート探索条件メニューからルート探索条件を変更することができます。

項目 機能･操作説明
[探索条件] ルート探索条件を設定します。 有料道路、一般道路優先などの条件を設定します。
[複数ルート探索条件] ルート探索結果画面に表示されるルート条件を設定します。

[探索条件別]：ルート探索条件別に複数のルートを表示します。
[同一探索条件]：現在選択しているルート探索条件と同じ探索条件で複数のルートを表示します。

[充電スポットを考慮した
ルートを使う]

航続可能距離が足りない場合に、自動的に充電スポットを経由地に含めたルートを探索します。

[未舗装道路を使う] 未舗装の道路を考慮してルートを探索します。
[フェリー航路を使う] フェリー航路の使用を考慮したルートを探索します。
[学習したルートを使う] よく利用する道路を考慮したルート探索をします。 ただし、リアルタイム交通情報を考慮している場合や、

時間規制道路を回避するに設定している場合にはルートを学習しづらくなることがあります。
[時間規制道路] ルート検索時に規制のある曜日、時間を考慮します。
[冬期通行止め] ルート検索時に規制時期を考慮します。
[リアルタイム交通情報を
考慮]

情報センターからダウンロードした最新の交通情報やVICS情報を考慮して、自動でルートを探索します。

[回避エリアを通らない] 設定した回避エリアを考慮してルートを探索します。
[横付け考慮] 目的地が進行方向になる(横付けできる) ように考慮してルートを探索します。
[スマートICを考慮] スマートICを考慮したルートを探索します。

知識
● ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[ナビゲーション]?[ルート探索条件]をタッチしてもルート探索条件を変更できます。
● [探索条件]で[一般優先]をタッチしても、目的地を有料道路上（SA･PAなど）や、有料道路を通らないと到着できない場所（本州?
四国、九州など） に設定すると、有料道路を通るルートを探索する場合があります。

● [探索条件]の[距離優先]は一般道を優先するため、有料道路を優先したルートより距離が長くなる場合があります。
● 時間指定の一方通行規制は、[時間規制道路]の設定をしても、ルートの探索に加味されません。

51$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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ルートガイドを中止する
ルートが設定されているときに地図ショー
トカットメニューの [ ]? [全て消去 ]を
タッチ
目的地や経由地を消去し、ルートガイドを
中止します。
現在地の地図表示 (P.34)

知識
● ランチャーメニューの[ ]?[ ]?

[目的地消去]でもルートを消去できま
す。

ルートを編集･変更する
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ルートメニュー一覧
ルート設定後にランチャーメニューの[ ]?[ ]をタッチ
ルートメニュー画面を表示します。

項目 機能･操作説明
[新規目的地] 目的地を設定します。

目的地検索画面 (P.41)
[目的地消去] 設定している目的地を消去します。経由地を設定している場合は1件消去または全消去ができます。
[ルート情報] 走行する道路の種類や距離、目的地への到着予想時刻などを表示します。

道路をタッチすると[回避道路に選択]?[再探索]をタッチして指定した道路を通らないルートに修正できま
す。

[ルート探索条件] ルートの探索条件を設定します。
ルート探索条件メニュー (P.51)

[再探索] 現在地から目的地までのルートを再探索します。
[目的地表示] 目的地を地図画面上に表示し、位置の修正や周辺施設の検索などができます。
[ルート編集] ルートの編集をします。目的地、経由地の追加や条件の変更などができます。

現在のルートを編集する (P.50)
[充電経由地情報] [充電スポットを考慮したルートを使う]によって登録された経由地が確認できます。

ルート探索条件メニュー (P.51)
[迂回路探索] 迂回距離を設定し、迂回路を探索します。渋滞や工事中の道を避けるときなどに使用します。

迂回距離を設定している場合、[解除]をタッチすると迂回距離設定を消去できます。
[ガイド音声] ルートガイドの音声と画像詳細の設定をします。
[現在のルートを登録] 現在設定しているルートを登録します。

経由地を含むルート設定をしているときのみ登録できます。ルートの登録は地点や探索条件のみが登録される
ため、前回と異なるルートを表示することがあります。

[地図スクロール] 地図を動かしてルートを確認できます。
[ルートシミュレーショ
ン]

実際に走行した場合のシミュレーションを画面に表示します。
[ ]/[ ]/[ ]で一時停止や再生など、[ ]/[ ]で再生速度の変更ができます。

[最速ルート探索] NissanConnect サービスを使って最速ルートを探索します。

53$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

ルートメニューを使う
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ナビゲーション設定メニュー
ランチャーメニューの[ ]?[ ]をタッチ
設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[地図表示設定] 地図表示を設定します。

地図表示の設定 (P.38)
[ルート探索条件] さまざまな条件でルート探索ができます。

ルート探索条件メニュー (P.51)
[ガイド音声設定] ルートガイドの音声と画像詳細の設定をします。
[ユーザー登録情報編集] [ドアtoドア ナビアプ

リとの連携]
スマートフォンアプリとの連携設定をON/OFFします。
停車後にスマートフォンアプリで目的地までナビをします。
NissanConnect スマートフォンアプリは、App StoreまたはGoogle Play™でダウ
ンロードし、IDとパスワードの登録を完了しておく必要があります。

[自宅] 自宅、職場、登録地の登録や編集、消去ができます。
登録地を編集する (P.55)[職場]

[登録地]

[登録ルート] 登録ルートの名称変更･入れ替え･消去ができます。[現在のルートを登録]をタッチす
ると現在設定しているルートを登録します。 経由地を含むルート設定をしていると
きのみタッチできます。

[回避エリア] 回避エリアの編集や消去をします。
回避エリアの登録と編集 (P.56)

[各登録情報の消去] 登録情報を項目に応じて削除できます。
[セーフティガイドの設定] セーフティガイドの各種設定をします。

セーフティガイドを設定する (P.56)
[設定を初期状態に戻す] ナビゲーションの設定を初期状態に戻します。 登録した場所やルートなどは、初期

状態に戻しても消去されません。

ナビゲーションを使いこなす
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登録地を編集する
登録地、自宅または職場は、名前の変更や電話番号の入力などの編集ができます。
1. ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[ユーザー登録情報編集]をタッチ

2. [自宅]、[職場]をタッチ、または[登録地]?編集したい登録地をタッチ

3. [編集]をタッチし、編集後、[決定]をタッチ

編集できる項目 機能･操作説明
[地図表示] 地図上に登録地アイコンを表示または非表示にします。
[名称] 登録した施設などの名称を変更します。登録地を選んだときのみ設定できます。
[ヨミ] 登録した施設などの読み方を追加または変更します。登録地を選んだときのみ設定できます。
[アイコン] 地図上に表示する登録地アイコンを選んで、変更します。
[アラーム音] 登録地に近づいたときにアラーム音を鳴らす設定をします。
[アラーム方向] どの方向から登録地に近づくとアラーム音が鳴るかを設定します。

アラーム方向を未登録のときは、どの方向から近づいてもアラーム音が鳴ります。
アラーム方向がすでに設定されているときにアラーム方向を選ぶと、設定を解除できます。

[アラーム距離] どのくらい登録地に近づいたらアラーム音が鳴るかを設定します。
[電話番号] 登録した場所の電話番号を入力できます。
[グループ] 登録した場所をグループ分けすることで、登録地リストの並び替えに利用できます。登録地を選んだと

きのみ設定できます。
[登録番号] 登録番号を設定します。登録地を選んだときのみ設定できます。

知識
● [位置を修正]をタッチすると位置の修正ができます。
● [消去]をタッチすると登録地を消去することができます。

55$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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回避エリアの登録と編集
通行止めや渋滞が多いなど、走行するのを
避けたいエリアをあらかじめ登録できま
す。登録した回避エリアは、名前やサイズ
を変えるなどの編集ができます。

回避エリアを登録する
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[ユー
ザー登録情報編集]?[回避エリア]?[新規登
録]をタッチして、場所を検索
[決定]をタッチすると回避エリアが登録され
ます。

回避エリアを編集する
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[ユー
ザー登録情報編集]?[回避エリア]をタッチ
編集したい回避エリアを選びます。

項目 機能･操作説明
[名称変更] 登録した回避エリアの名称を

変更できます。
[位置を修
正]

回避エリアの位置を修正しま
す。

[エリアサ
イズ変更]

回避エリアのサイズを変更し
ます。

[有料道回
避]

回避エリア内を通る有料道路
も回避します。

[消去] 回避エリアを消去します。
[決定] 編集を完了します。

セーフティガイドを設定する
ガイドしないことや、ガイド内容が実際の状況と異なることがあります。 常に実際の交通
状況や交通規則･標識などに従って運転してください。
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[セーフティガイドの設定]をタッチ
設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[踏み切りガイド] 踏み切りに近づいたとき、音声と踏み切りのマーク表示で

案内します。
表示のタイミングを設定できます。

[合流ガイド] 高速道路で合流地点に近づいたときに、音声と合流のマー
ク表示で案内します。

[スクールゾーン警告機能] 小学校に近づいたときに、速度、ブレーキ、アクセルの状
態に応じて音声と学校のマーク表示で案内します。

[安全運転メッセージ] 安全に関するメッセージを表示します。
[高速道路での逆走報知] 高速道路で逆走してしまったときに、音声と警告のマーク

表示で案内します。
[一方通行表示] 地図上に一方通行マークの表示をします。

ナビゲーションを使いこなす
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高速道路での逆走報知の例外について
以下のような場合、報知しないことや、報
知内容が実際の状況と異なることがありま
す。
● 走行条件が複雑な都市高速道路のイン
ターチェンジ付近で逆走したとき。

● 周囲に分岐･合流のない本線道路上でU
ターンしたとき。

● ダッシュボードの上に物を置いている、
またはトンネル、高架橋下や高層ビル群
地帯にいるなど、GPS信号が正しく受信
できないとき。

● 旋回、切り返し、その他の走行条件など
により、ナビゲーションが正しい道路に
自車位置を表示できないとき。

● 地図画面に表示されない道路や新設され
た道路、改修などにより形状が変わった
道路を走行しているとき。

注意
● 高速道路での逆走報知機能は、状況
によって報知しないことや報知の内
容が実際の状況と異なることがあり
ます。実際の道路状況を確認のう
え、安全に走行してください。

● 高速道路上で逆走をしてしまった場
合は、安全を確保したうえで高速道
路上に設置された非常電話などで指
示を受けるようにしてください。

57$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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VICSについて
本機ではVICSで提供された最新の情報を地
図上に重ねて表示したり、文字や道路図な
どの形で画面に表示できます。
また、ルート探索機能と連動させてスムー
ズに通れそうなルートを探索できます。
VICSの最新情報やFM多重放送局の周波数、
FM多重放送の定例放送休止日などの詳細情
報は、下記のホームページでご覧いただけ
ます。
URL: https://www.vics.or.jp/

アドバイス
● VICSから提供される情報は参考情報
であり、情報の収集、伝達処理など
により提供された情報が実際の状況
と異なることがあります。

知識
VICS（Vehicle Information and
Communication System）

● 事故や渋滞情報などをリアルタイム
に提供する情報システムです。

本機では、VICS FM多重情報が受信できま
す。

DNI0001

VICS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。

交通情報表示

VICS交通情報 プローブ交通情報 交通状況：色

渋滞：赤

混雑：橙

順調：緑

知識

● プローブ交通情報とは、収集したNissanConnect サービス会員の走行データから生
成した交通情報です。渋滞情報ダウンロードや最速ルート探索などで情報センターか
ら最新の交通情報をダウンロードしたときに表示されます。

交通情報を使う
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VICS FM多重情報を見る
FM多重放送から受信したVICS情報を表示します。
ランチャーメニューの[ ]?[アプリ]?[VICS情報]をタッチ
表示させたい情報を選びます。

項目 機能･操作説明
[VICS FM多重情報] 渋滞情報を簡易図形、文字情報、現在地に近い区間からの所要時間情報、または緊急情報で表示し

ます。
[渋滞情報取得] 渋滞情報をダウンロードします。NissanConnect サービスの[渋滞情報取得]と同じ機能です。

NissanConnect サービスメニュー (P.97)

アドバイス
● 緊急情報は受信すると自動的に表示されます。
● FM多重放送のオートチューニングは受信状態の良い放送局を受信します。このため必ずしも現在位置付近の情報が表示されるとは
限りません。

● FM多重放送は、FMの音声がステレオ受信可能であっても、情報が受信できないことがあります。
● FM多重放送の一般放送を受信した場合には、その後VICS情報（FM多重）の表示に時間がかかる場合があります。

59$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

交通情報を使う
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VICSの設定をする
VICSの各種機能を設定します。
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[地図表示設定]?[交通情報･VICSの設定]をタッチ
項目は、条件やソフトウェアバージョンなどの違いにより異なります。

項目 機能･操作説明
[VICS表示の対象道路] VICS表示の対象道路を選択します。

選択した道路上の交通情報、SA/PA、駐車場などを表示し
ます。

[VICS表示設定] 地図上で表示するVICS情報を選択します。
[FM多重情報の受信地域選択] FM多重情報の受信地域を選択します。
[交通情報のダウンロード設
定]

交通情報のダウンロードについて設定します。
行き先設定時の自動ダウンロード設定のON/OFFと自動ダ
ウンロードする間隔を設定します。

[図形情報の自動割込み] 図形情報の自動割込み表示をON/OFFします。
[プローブ情報設定] プローブ情報の送信、プローブ情報の消去を設定します。
[ETC2.0受信音設定] ETC2.0車載器が情報を受信したときお知らせする受信音

のON/OFFを設定します。
[ETC2.0音声自動再生設定] ETC2.0車載器が受信した音声の自動再生のON/OFFを設

定します。
[ETC2.0プローブ情報設定] ETC2.0搭載車のプローブ情報の送信のON/OFFを設定し

ます。

知識

● 地図情報提供の対象外になっている道路や、情報提供の対象であっても情報が提供さ
れていないか、不明と送信されている道路の情報は表示されません。

プローブ情報とは
● プローブ情報とは車両の走行情報のこ
とをいいます。

● プローブ交通情報とはNissanConnect
サービス会員の車両から送信された走
行データを加工して提供される交通情
報のことをいいます。

● プローブ交通情報はすべての地域およ
びすべての道路で表示されるわけでは
ありません。

● NissanConnect 情報センターに送信さ
れたプローブ情報は統計処理されるこ
とで、利用者個人を特定できなくして
います。またNissanConnect 情報セン
ターでは一定期間後に自動的にプロー
ブ情報を消去しプライバシーを保護し
ています。

● NissanConnect サービスの入会の有無
にかかわらず、プローブ情報が送信さ
れます。プローブ情報を送信したくな
い場合は、 [プローブ情報設定 ]からプ
ローブ情報の送信設定をOFFにしてくだ
さい。
ただし、プロパイロット2.0★に関する
データは、プロパイロット2.0サービス
維持のため送信され続けます。

● [プローブ情報の送信]のON/OFFはNis-
sanConnect サービス入会の有無にか
かわらず可能です。[プローブ情報の送
信]をOFFにした場合は一部のNissan-
Connect サービスが正しく受けられま
せんのでご注意ください。

交通情報を使う
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ETCの利用履歴やセットアップ情報の表示、各機能の設定などを行うことができます。ETCユニットの設置場所については、車両取扱説
明書をご覧ください。

確認･設定のしかた
ランチャーメニューの[ ]?[アプリ]?[ETC 2.0情報]をタッチ

項目 機能･操作説明
[VICS情報] VICS情報を表示します。
[ETC利用履歴] 利用日時や料金の利用状況を確認できます。
[ETC利用積算額] ETCの利用積算額とその積算期間の表示や、初期化ができます。
[カード忘れの警告
設定]

[カード抜き忘れ警告] カードの入れ忘れや抜き忘れの警告のON/OFFを設定できます。

[カード入れ忘れ警告]

[ルート探索時カード忘れ警告]

[セットアップ情報] ETCユニットのセットアップ時に必要な情報を表示します。
[ETC音声ガイド] ETCシステムを利用するとき、音声ガイドを行うか設定できます。
[アイコン表示] ETCの利用準備が整っていることを表示するか設定できます。

知識
● ETCユニットがセットアップ（ETCユニットを利用可能にする手続き)されていない場合は、情報が表示されないものや動作しない
ものがあります。

● ETC利用履歴は、最新20件までの利用状況を日時の新しい順に表示します。
● ETC利用積算額は、あくまでも目安として活用してください。

61$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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オーディオ･テレビの基本操作
オーディオの設定 P.64

オーディオについて P.65

アンテナについて P.65

オーディオ画面を表示する P.65

ラジオを使う
ラジオをきく P.66

交通情報をきく P.67

USB･iPod･Bluetooth®オーディオ･HDMIを使う
USBメモリ･iPod･Bluetooth®オーディオを使う P.68

USBについて P.70

iPodについて P.71

Bluetooth®オーディオについて P.71

HDMI接続機器を使う P.71

テレビを見る
テレビを見る P.73

テレビの設定をする P.76

63
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オーディオの設定
ランチャーメニューの[ ]?[ ]をタッチ
設定項目を選びます。
設定項目は、グレード、オプション、ソフトウェアバージョンなどの違いにより異なりま
す。

項目 機能･操作説明
[機器接続] Bluetooth®機器接続画面を表示します。接続されてい

る接続機器の[ ]をタッチするとオーディオとして使用
するBluetooth®機器が切り替ります。
機器接続画面の見かた (P.17)

[ビデオオプション] 明るさ、コントラスト、黒レベル、画面サイズを調整
します。

[サウンド] Bass [-]または[+]をタッチして低音域を調整します。
Middle [-]または[+]をタッチして中音域を調整します。
Treble [-]または[+]をタッチして高音域を調整します。
Bass Enhan-
cer

Bass EnhancerのON/OFFを設定します。
※低音域を増強する機能です。

サウンドポジ
ション

サウンドポジションの調整ができます。
サウンドポジションを調整する (P.64)

[車速連動ボリューム] [-] または[+]をタッチして効果幅を設定します。
※車の速度とともに大きくなる騒音で、音楽がかき消
されないように音量を自動調整する機能です。

[オーディオ音量] オーディオ、テレビの音量を調整します。
[オーディオソースバーの編集] オーディオソースバーを編集します。

知識
● テレビ表示中に[ ]をタッチすると

TV設定画面を表示します。
テレビの設定をする (P.76)

サウンドポジションを調整する

NAC0111X

オーディオ設定画面上で[ ]/[ ]/[ < ]/[ > ]
をタッチして、サウンドポジションの調整
ができます。
[初期位置]をタッチすると、サウンドポジ
ションが中央に戻ります。

オーディオ･テレビの基本操作
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オーディオについて
● 寒いときや雨降りのときは、本機内に露
（水滴）が生じ、正常に作動しないこと
があります。その場合はオーディオソフ
ト（USBメモリなど）を取り外し、しば
らくの間、除湿や換気をしてから使って
ください。

● 炎天下に長時間駐車したときなど本機の
温度が高いときは、正常に作動しないこ
とがあります。温度を下げてから使って
ください。

アンテナについて
テレビ用のアンテナ線はバックドアガラス
の内側にあります。
● アンテナ線部にミラータイプのフィルム
や金属物（市販のアンテナなど）を貼り
付けないでください。受信感度が低下
し、ノイズ（雑音）などが入るおそれが
あります。

● ガラスの内側を清掃するときは、アンテ
ナ線を切らないように、水を含ませた柔
らかい布でアンテナ線にそって軽く拭い
てください。

● アンテナ線は、手荷物などで傷つけない
ようにしてください。

オーディオ画面を表示する
ランチャーメニューの[ ]をタッチ
オーディオ画面を表示します。
再度タッチするとSourceメニューを表示し
ます。

65$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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ラジオをきく
オーディオソースバーまたはSourceメニューで[ ]（AM）または[ ]（FM）をタッチし
て、ラジオ操作画面を表示させます。

操作画面の見かた

NAC0105X

[Source]
Sourceメニューを表示します。
オーディオソースバーに表示されてい
ないソースもSourceメニューから選ぶ
ことができます。
[AUTO.P]
AUTO.Pとの切り替えをします。
長押しすると、現在地で受信可能な放
送局を自動的に取得（オートプリセッ
ト）します。
FM AUTO.Pに12局、AM AUTO.Pに6
局、最大18局まで登録されます。

プリセットリスト
登録した周波数/放送局を表示します。
タッチして選局します。
番号をタッチし続けると、現在選択し
ている放送局をFM12局、AM6局まで登
録できます。
FM画面は左にスワイプして、プリセッ
ト番号1～6と7～12を切り替えます。
オーディオソースバー
オーディオソースを切り替えます。
[<]をタッチすると閉じることができま
す。
長押しして、オーディオソースバーの
編集をすることもできます。

周波数、放送局表示
現在受信中のラジオの周波数/放送局を
表示します。
周波数の横の[<]/[>]をタッチすると周波
数が変わります。
[エリア]
ラジオのエリアを選択します。
[オート]を選択すると自動的に地域選択
します。

知識
● オートプリセットをしても受信状態
が悪くプリセットリストのすべてに
登録できない場合は、空いたプリ
セットリストにオートプリセットす
る前の放送局が残ります。

● 本機はワイドFM（FM 補完放送）に
対応しています。 ワイドFM（FM 補
完放送）とは、AM 放送局の放送エリ
アにおいて、難聴対策や災害対策の
ために、新たにFM 放送用として使用
可 能 と し た 周 波 数 （ 9 0 . 0 ～
94.9MHz）を加えたFM 放送用の周波
数（76.1～94.9MHz）によりAM 放送
の放送番組を放送するものです。

● 同一周波数に複数の放送局がある場合、
放送局表示の横に[<]/[>]が表示されます。
タッチして放送局を切り替えられます。

ラジオを使う
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放送局を選ぶ

■登録済みの放送局から選ぶ（プリセッ
ト選局）

ラジオ操作画面のプリセットリストから選
択します。

知識
● ス テ ア リ ン グ ス イ ッ チ の
＜ ＞/＜ ＞ボタンを押して
も、選局ができます。

■自動で選局する
＜ / ＞ボタンを上または下に押す
と、自動的に感度の良いチャンネルを受信
します。

■手動で1ステップずつ選局する
周波数表示の横の[<] / [>]をタッチすると、1
ステップずつ周波数が変わります。

交通情報をきく
＜ ＞ボタンを押す
オーディオソースバーまたはSourceメ
ニュー画面で[ ]をタッチしても交通情報
を選ぶことができます。

67$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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USBメモリ･iPod･Bluetooth®
オーディオを使う

再生する
USBメモリ、iPod、Bluetooth®を接続
し、オーディオソースバーまたはSourceメ
ニュー画面で該当のアイコンをタッチ
Bluetooth®オーディオはご使用前に機器の
登録と接続が必要です。
機器接続画面の見かた (P.17)

各種接続機器を取り外すときは、再生を停
止してから取り外してください。

USB電源ソケット (P.9)

警告
● 接続するオーディオ機器のUSBケー
ブルを、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
● 本体に接続するオーディオ機器、電話
機または接続用のケーブルは、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。

アドバイス
● 無理な接続や取り外しをすると、

USBメモリ本体およびプラグが破損
するおそれがあります。プラグの向
きにご注意ください。

● 走行中にiPodやUSBメモリなどのプ
ラグの抜き差しをしないでくださ
い。接続口および接続メディア本体
の破損につながる可能性がありま
す。

● iPodやUSBメモリなどを直射日光の
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
るおそれがあります。

● 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おそれの
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
壊されるおそれがあります。

● iPodやUSBの接続口が、濡れたり、
破損したり、汚れている場合は故障
の原因となりますので接続、挿入し
ないでください。

● iPodの機種やファームウェアバー
ジョンによっては、一部機能の制限
があります。

● 本機で iPodを使用しているときに
iPodのデータが消失しても、消失し
たデータの補償はできません。

● 接続するケーブルが邪魔にならない
ように整理してください。手や足な
どにケーブルが引っ掛かり、断線や
破損のおそれがあります。

知識
● ケーブルは、装備に含まれておりま
せん。お客さまご自身でご用意くだ
さい。

● 本機と接続中、 iPodは充電されま
す。

● 本機と接続するときは、iPodのヘッ
ドフォンなどのアクセサリーを使用
しないでください。正しく動作しな
い場合があります。

● 曲を選ばないまま2秒以上経過する
と、選択されているプレイリスト内
の曲を自動的に再生します。

● 接続するiPodの取扱説明書もあわせ
てお読みください。

● Bluetooth®の接続設定がOFFになっ
ていると、Bluetooth®オーディオは
接続されません。
登録機器の設定 (携帯電話) (P.19)

● ハンズフリーフォンとして登録され
た携帯電話のオーディオを使用する
場合、携帯電話機で使用するサービ
スを選択する必要があります。詳し
くは携帯電話機の操作手順書を参照
ください。

● 使用するオーディオ機器によって、
一部の操作メニューが使用できない
ことがあります。

USB･iPod･Bluetooth®オーディオ･HDMIを使う
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操作画面の見かた
接続するデバイスや再生するソース、ソフトウェアバージョンなどによって表示は異なり
ます。

■オーディオ操作画面

NAC0106X

[Source]
Sourceメニューを表示します。
オーディオソースバーに表示されてい
ないソースもSourceメニューから選ぶ
ことができます。
アルバムアートワーク
アルバムアートワークを表示します。
接続するデバイスやデータによってア
ルバムアートワークが表示されない場
合があります。
オーディオソースバー
オーディオソースを切り替えます。
[<]をタッチすると閉じることができま
す。
長押しして、オーディオソースバーの
編集をすることもできます。

[ライブラリ]
接続機器内のビデオ、アルバム、アー
ティスト、曲などのリストを表示しま
す。 接続するデバイスやデータによっ
て表示されるリストが異なります。
[機器接続]
機器接続画面を表示します。

Bluetooth画面について (P.17)
楽曲情報表示
曲名、アーティスト名、再生時間など
を表示します。 曲名を取得していない
場合は、ファイル名を表示します。

オーディオ操作キー
タッチしてプレイモードの変更や曲送
りなどをします。

知識
● 楽曲情報は、MP3ファイルは ID3タ
グ、WMAファイルはWMAタグを参照
しています。楽曲情報が文字化けす
るときはID3タグ、WMAタグを修正し
てください。

● 接続するデバイスやデータによって
は、画面を左にスワイプして再生中
のソースのリストを表示することが
できます。[ライブラリ]は[ ]、[機
器接続]は[ ]と表示されます。

● USB接続のオーディオ再生時は、
シークバーを使って任意の場所から
再生することができます。

69$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

USB･iPod･Bluetooth®オーディオ･HDMIを使う
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■ビデオ操作画面
[ライブラリ]からビデオファイルを選ぶと、USBメモリに保存されたビデオを再生すること
ができます。
ビデオ画像表示中に画面にタッチすると操作画面が表示されます。

NAC0112X

[Source]
Sourceメニューを表示します。
オーディオソースバーに表示されてい
ないソースもSourceメニューから選ぶ
ことができます。
ビデオ情報表示
ファイル名、再生時間などを表示しま
す。
シークバー
ドラッグやタッチで任意の場所から再
生ができます。
ビデオ操作キー
タッチしてプレイモードの変更、再生
や停止、スキップをします。

オーディオソースバー
オーディオソースを切り替えます。 [<]
をタッチすると閉じることができま
す。 長押しして、オーディオソース
バーの編集をすることもできます。
[ライブラリ]
接続機器内のビデオ、アルバム、アー
ティスト、曲などのリストを表示しま
す。 接続するデバイスやデータによっ
て表示されるリストが異なります。
[再生速度]
ビデオの再生速度を設定します。

アドバイス
安全のため走行中にビデオ画像は映り
ません。車を完全に停止し、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。それ以外では走
行中と判断し、音声のみの再生となり
ます。

USBについて
本機で対応可能なメディアやフォーマット
をご使用ください。

USBについて (P.146)

USB･iPod･Bluetooth®オーディオ･HDMIを使う
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iPodについて
お使いのiPodを本機に接続して音楽をきく
ことができます。iPod® は、米国および他
の国々で登録されたApple Inc.の商標で
す。
接続可能なiPod、ソフトのバージョンにつ
いては、日産自動車ホームページの「ナビ
関連データ」（https://www.nissan.co.jp/
OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/NAVI/）
でご確認ください。
● 動画、静止画表示には対応していませ
ん。

● iPodの動作については全てを保証するも
のではありません。

● iPodを接続しても操作ができない場合
は、iPodを外して時間をおいてから再度
接続してください。

● iPodの接続対象機種一覧に記載があって
も、ファームウェアのバージョンによっ
て動作しない場合があります。

● iPod内ビデオファイルの再生はできませ
ん。

Bluetooth®オーディオについて
● Bluetooth®オーディオ機器は、機種に
より対応していない場合があります。ま
た、対応している機種でも一部の機能が
使用できない場合があります。

● 以下のときはBluetooth®オーディオの
再生は一時停止することがあります。下
記動作が終了すると、Bluetooth®オー
ディオの再生を再開します。
– NissanConnect サービスによるデー
タダウンロード中（手動または自
動）

– 交通情報の受信中
– ハンズフリー通話中
– 携帯電話の接続確認中

● Bluetooth®通信用の車両側アンテナ
は、本機に内蔵されているため、Blue-
tooth®オーディオ機器を金属に覆われ
た場所や本機から離れた場所においた
り、シートや身体の間に密着させた状
態では音が悪くなったり接続できない
場合があります。

● Bluetooth®接続を行うと、通常より
Bluetooth®オーディオ機器の電池の消
耗が早くなります。

● 本機は、Bluetooth®AVプロファイル
（A2DP、AVRCP）に対応しています。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、
Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であ
り、Robert Bosch GmbHはライセンスに

基づいて使用しています。その他の商標お
よびトレードネームは、それぞれの所有者
に帰属します。

HDMI接続機器を使う
HDMI端子に外部機器を接続することで、
映像や音声を視聴できます。

再生する
HDMI接続可能な機器を、センターボックス
内のHDMI端子に接続します。

NAC0107X

ランチャーメニューの[ ]?[Source]?
[HDMI]をタッチ
機器を操作すると再生が始まります。
映像表示中に画面にタッチすると操作画面
が表示され、[Source]またはオーディオ
ソースバーからオーディオソースを切り替
えられます。
HDMI接続機器を取り外すときは、再生を停
止してから取り外してください。

71$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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アドバイス
● 安全のため走行中に映像画面は映り
ません。車を完全に停止し、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。それ以外
では走行中と判断し、音声のみとな
ります。

● 外部機器またはHDMIケーブルの抜き
差しはコネクタ付近を持って行って
ください。外部機器やコネクタの破
損につながるおそれがあります。

● HDMI接続機器の接続口が、濡れた
り、破損したり、汚れている場合は
故障の原因となるため接続、挿入し
ないでください。

知識
● 接続するHDMI機器の特性により、映
像/音声が正常に表示されない場合が
あります。外部機器の特性に由来す
るため、本機の異常ではありませ
ん。

画質を調整する
映像表示中に画面にタッチすると操作画面
が表示され、[ ]をタッチすると明るさ、
コントラスト、黒レベル、画面サイズを調
整できます。

HDMIについて

■ライセンス
HDMI、High-Definition Multimedia Inter-
face、およびHDMIロゴは、米国およびその
他の国におけるHDMI Licensing Adminis-
trator, Inc. の商標または、登録商標です。

NAC0096X

■接続仕様
出力解像度が720p (1280x720)に対応してい
るHDMI機器をお使い頂けます。

知識
接続するHDMI機器の出力解像度の設定
を720pに設定してご利用ください。
HDMI機器の出力解像度および設定方法
についてはHDMI機器の取扱説明書をご
確認ください。

USB･iPod･Bluetooth®オーディオ･HDMIを使う
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テレビを見る

テレビ画面を表示する
ランチャーメニューの[ ]?[Source]?
[TV1(自宅エリア)]または[TV2(おでかけエ
リア)]をタッチ
TV1（自宅エリア）またはTV2（おでかけエ
リア）画面を表示します。

知識
● 安全のため走行中に地上デジタルテ
レビ画面は映りません。車を完全に
停止し、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。それ以外では走行中と判断
し、音声のみとなります。

● デジタル放送では受信状態が悪い
と、映像のブロックノイズ、音声途
切れの発生や静止画面、黒画面とな
り音声が出ないことがあります。

● 車で移動して受信するため、家庭用
に比べて受信可能エリアが狭くなり
ます。また、車の場所や方向、速度
などにより受信状態が変化します。

● 本機の受信周波数帯域に相当する周
波数を用いた携帯電話などの機器
を、本機やアンテナケーブルに近づ
けると、映像･音声などに不具合が生
じる場合があります。それらの機器
とは離してご使用ください。

操作画面の見かた
テレビ表示中に画面にタッチすると操作画面が表示されます。

NAC0109X

[Source]
Sourceメニューを表示します。
オーディオソースバーに表示されてい
ないソースもSourceメニューから選ぶ
ことができます。
チャンネルリスト
プリセットリストに登録されたチャン
ネルが表示されます。
スワイプして、チャンネルリスト1～6
と7～12を切り替 えます。
放送局名がない場合は、3桁のチャンネ
ル番号を表示します。
オーディオソースバー
オーディオソースを切り替えます。 [<]
をタッチすると閉じることができま
す。 長押しして、オーディオソース
バーの編集をすることもできます。

[TVメニュー]
TVメニュー画面 を表示します。
TVメニュー画面の見かた (P.74)

[<] / [>]
チャンネルを切り替えます。

73$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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TVメニュー画面の見かた
1. ランチャーメニューの[ ]?[Source]?[TV1 (自宅エリア)]または[TV2 (おでかけエリア)]をタッチ

TV操作画面を表示します。

2. [TVメニュー]をタッチ
設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[放送局サーチ] 走行エリア付近の放送局を自動的に探します。

地上デジタル放送では、走行エリアによっては同一放送局であってもチャンネルが異なる場合がありま
す。

[番組表] 番組表を表示します。
[番組内容] 番組の詳しい内容を表示します。

ワンセグ受信中は番組内容やデータ放送の使用はできません。
[データ放送操作キー呼出] データ放送の操作キーを表示します。

■緊急警報放送（EWS）について
● 大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。
● 本機能は、地上デジタル放送視聴時のみの機能です。視聴中の放送局で緊急警報放送が開始されると、自動的に緊急警報放送を表示し
ます。緊急警報放送終了後、90秒で自動的に元に戻ります。

■アイコン一覧
地上デジタルテレビ画面ではアイコンによって、表示画面の情報をお知らせします。
アイコンはテレビ画面表示中に画面をタッチすると、右上に表示されます。
アイコンは番組内容の表示であり、「デジタル1COPY」など本機の機能と関連のないものもあります。
放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

テレビを見る
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記号 記号の意味 記号 記号の意味 記号 記号の意味
テレビ放送（映像＋音声）の番
組。

データ放送の番組。 ワンセグ放送の番組。

フルセグ放送の番組。 番組内容に関連したデータ放送
を行っている番組。

番組とは別のデータ放送を行っ
ている番組。

モノラル音声の番組。 2カ国語放送の番組。 ステレオ放送の番組。

デジタル出力していない番組。 アナログ出力していない番組。 デジタルコピーガードが、か
かっている番組。 （デジタルで
録画できません）

アナログコピーガードが、か
かっている番組。（アナログで
録画できません）

1回のみデジタルコピーが可能な
番組。（録画後、ダビングでき
ません）

番組の中に字幕（日本語／英
語）の情報が含まれている番
組。

ワイド画面の通常放送の番組。 ワイド画面のハイビジョン放送
の番組。

ノーマル画面のハイビジョン放
送の番組。

ノーマル画面の通常放送の番
組。

ワンセグ／フルセグ切替の設定
が自動。

緊急警報放送（EWS）。 臨時放送。

75$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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テレビの設定をする
ランチャーメニューの[ ]?[Source]?[TV1 (自宅エリア)]または[TV2 (おでかけエリア)]?[ ]をタッチ
設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[オートプリセット] 現在地で受信可能な放送局を自動的に取得します。

TV1（自宅エリア）、 TV2（おでかけエリア）に12局ずつ、 最大24局まで
自動的に登録されます。

[主･副] 主音声、副音声、主/副音声を切り替えます。
[音声切替] フルセグ時：第一音声～第十六音声に切り替えます。

ワンセグ時：第一音声～第二音声に切り替えます。
[字幕] 非表示/第一言語/第二言語から字幕を切り替えます。
[自宅エリア、郵便番号設定(TV1)] 自宅エリア（TV1）の地域を郵便番号から設定します。
[おでかけエリア、郵便番号設定(TV2)] おでかけエリア（TV2）の地域を郵便番号から設定します。
[ワンセグ／フルセグ切替] 自動/フルセグ/ワンセグを切り替えます。
[イベントリレー] ON/OFFを切り替えます。ONにすると、番組のチャンネルが移行する場

合、自動でチャンネルを切り替えることにより、継続して視聴できます。
[チャンネル番号入力] チャンネル番号を直接入力します。
[自動放送局サーチ] 中継局+系列局、中継局、OFFを切り替えます。
[設定情報初期化] [自宅エリア設定消去（TV1）] 自宅エリアの設定を消去します。

[おでかけエリア設定消去（TV2）] おでかけエリアの設定を消去します。
[設定初期化] 全データを消去し、設定を初期状態にします。

[画面設定] 画質調整画面を表示します。 明るさ、コントラスト、黒レベルを調整しま
す。

[画面サイズ] 画面サイズを調整します。
[デバイスID表示] デバイスIDを表示します。
[オーディオ設定] オーディオ設定画面を表示します。

オーディオの設定 (P.64)

テレビを見る
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ハンズフリーフォンの基本操作
携帯電話の接続 P.78

ハンズフリーフォンの各部の名称と機能 P.78

ハンズフリーフォンの操作画面 P.79

通話機能を使う
電話をかける P.80

電話を受ける P.80

通話中の操作 P.81

ショートメッセージ(SMS)機能を使う
SMSを受信する P.82

SMSを送る P.82

ハンズフリーフォンの設定をする
ハンズフリーフォンの設定画面 P.83

短縮ダイヤルの登録、編集 P.84

Apple CarPlay

Apple CarPlayを使う P.85

Android Auto™
Android Auto™を使う P.87

77
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携帯電話の接続
ご使用前に、お客さまの携帯電話が本機で
ご利用可能かどうかをご確認ください。適
応するBluetooth®携帯電話はNissanCon-
nect サービスホームページ（www.nis-
sanconnect.jp）の「適合携帯電話一覧」
からご確認いただけます。

ご使用する前に
ハンズフリーフォンを使用するには、本機
のBluetooth®接続をONにする必要があり
ます。
登録機器の設定 (携帯電話) (P.19)

電話機を接続（登録）する
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[機器接
続]?[Bluetooth]?[登録]をタッチ
携帯電話を本機に登録します。

Bluetooth画面について (P.17)
携帯電話を複数登録した場合は、機器接続
画面で[ ]をタッチして使用する携帯電話
を選びます。

知識
● 携帯電話機側の詳しい操作方法は、携
帯電話の操作手順書を参照ください。

● [マルチ接続]をONにしていると ハン
ズフリーフォンを2台まで使用できま
す。
登録機器の設定 (携帯電話) (P.19)

音量を調整する
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[着信音
量]または[送話音量]の[+]または[-]をタッチ

知識
● 着信音量／受話音量は、着信中／通
話 中 に コ ン ト ロ ー ル パ ネ ル の
＜ /VOL＞ダイヤルまたは ステア
リングスイッチの＜- +＞ボタン
で調整することもできます。

● 送話音量は、通話中のみ変更可能で
す。

ハンズフリーフォンの各部の名称と機能
ハンズフリーフォンの操作は、タッチパネ
ルまたはステアリングスイッチで行いま
す。通話は専用マイクで行います。
各部の名称と機能 (P.8)

マイク
通話は専用マイクで行います。
ハンズフリーフォンを使うときは、マイク
に近づいたり、意識的にマイクの方向に向
いたりせずに、安全に運転できる姿勢で通
話をしてください。

NAG0016X
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ハンズフリーフォンの操作画面
ランチャーメニューの[ ]をタッチ、またはステアリングスイッチの＜ ＞ボタンを押す
電話メニュー画面を表示します。画面上部に電話メニューバーが表示され、タッチして操作できます。

項目 機能･操作説明
[ ] (短縮ダイヤル) 登録した短縮ダイヤルを選び通話ができます。

短縮ダイヤルの登録、編集 (P.84)
[ ] (通話履歴) 通話履歴画面を表示します。
[ ] (電話帳) 電話帳画面を表示します。

[ ]をタッチするとキーボードで検索ができます。
[ ]をタッチすると頭文字で検索できます。

[ ] (ダイヤル入力) ダイヤル入力画面を表示します。
[ ] (メッセージ) ショートメッセージ(SMS)画面を表示します。

ショートメッセージ(SMS)機能を使う (P.82)

知識
● アンテナ表示、バッテリー表示は携帯電話の表示と一致しない場合があります。
● マルチ接続しているときは、デバイス名の横の[ ]をタッチして、使用したい機器を切り替えることができます。

79$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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電話をかける
短縮ダイヤルや電話帳からなど、お好みの
方法を使って電話をかけることができま
す。
ハンズフリーフォンの操作画面 (P.79)

電話を受ける
ステアリングスイッチの ＜ ＞ボタン
を押すか、着信画面の[応答] をタッチ
電話に出ます。
電話がかかってくると、呼び出し音が鳴
り、自動的に着信画面になります。
着信画面から以下の項目が選べます。

項目 機能･操作説明
[応答] 電話に出ます。
[拒否] 電話を拒否します。
[保留する] 電話を保留にします。
ステアリングスイッチの ＜ ＞ボタン
を押すか[通話終了] をタッチ
電話を切ります。

知識
● 着信応答画面には、電話帳に着信相
手の電話番号が登録されている場
合、アイコン種別と相手の名前を表
示します。

● 接続する携帯電話によっては画像ま
たは一部の項目が表示されない場合
があります。

● 音量は、コントロールパネルの
＜ /VOL＞ダイヤルまたは ステア
リングスイッチの ＜- +＞ボタン
で調整します。

● Bluetooth®接続時に電話機本体で電
話を受けた場合、電話の機種により
ハンズフリー通話にならない場合が
あります。

● [マルチ接続]がONのときは、2台の電

話機が同時に接続できます。1台が通
話中に、もう1台に着信があった場合
は、ポップアップメッセージが表示
されます。電話に出る場合は [応答 ]
を、出ない場合は[拒否]をタッチしま
す。

通話機能を使う
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通話中の操作
通話中にいろいろな操作ができます。
条件により表示項目は異なります。

項目 機能･操作説明
[ミュート] 通話中の相手に声が聞こえないようにします。ミュート

中はインジケーターが点灯します。
[ハンドセット] ハンズフリー通話のとき、携帯電話本体での通話に切り

替えます。ハンズフリー通話に戻るには、再度[ハンド
セット]をタッチします。

[ダイヤル入力] 通話中の番号入力に使用します。入力画面から通話中画
面に戻るには[ ]をタッチします。

[通話の切替] 通話中と保留中の電話を切り替えます。複数回線接続時
に使用します。

[通話終了] 電話を切ります。

知識

● 通話中にランチャメニューをタッチすると該当の画面を表示します。 ランチャーメ
ニューの[ ]またはステアリングスイッチの＜ ＞ボタンを押すと再び電話
画面を表示します。

● ハンドセット切り替えは、携帯電話本体で切り替えできる機種もあります。また、機
種によって切り替えが できないものもあります。

● パワースイッチをOFFにしたあとも 通話を続けたい場合は、あらかじめ 携帯電話での
通話に切り替えてくだ さい。

81$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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SMSを受信する
SMS受信時は、画面にメッセージ受信の
ポップアップを表示します。マルチ接続が
ONの時、どちらのデバイスでSMS機能を
使うか選ぶことができます。

受信表示から見る

画面に表示される受信ポップアップの[読
む]をタッチ
メッセージ画面を表示し、メッセージを読
み上げます。

知識
● 差出人が電話帳に登録済みの場合、
確認するSMSを選択すると差出人名
称を読み上げます。

● SMS機能は接続した携帯電話により
ご利用できないことがあります。

● iPhoneでSMS機能を使用するために
は、iPhone側の設定が必要です。
設定方法についてはNissanConnect
サービスホームページ（www.nis-
sanconnect.jp）の「適合携帯電話一
覧」および「Bluetooth携帯電話とナ
ビゲーションの初期設定手順」でご
確認ください。

受信履歴から見る
ステアリングスイッチの＜ ＞ボタン
を押し、[ ] (メッセージ)をタッチ
受信メッセージ一覧から確認したいSMSを
選ぶとメッセージ画面を表示し、メッセー
ジを読み上げます。

メッセージ画面メニュー

項目 機能･操作説明
[前へ] 前のメッセージを表示しま

す。
[次へ] 次のメッセージを表示しま

す。
[再生] メッセージを読み上げます。
[停止] メッセージの読み上げを停止

します。
[返信] 返信画面を表示します。[定型

文]または[オリジナル(作文)]を
タッチして送信するメッセー
ジを選択します。

[電話をか
ける]

送信元に直接電話をかけま
す。

知識
● 返信文を作成することもできます。
● 返信機能は接続した携帯電話により
ご利用できないことがあります。

SMSを送る
SMSを送るときは、メッセージを登録して
おくと便利です。マルチ接続がONの時、ど
ちらのデバイスでSMS機能を使うか選ぶこ
とができます。

SMSを送信する
1. ステアリングスイッチの＜ ＞ボ
タンを押し、[ ] (メッセージ)をタッ
チ

2. [メッセージ作成] ?[宛先] をタッチ
送信先を登録する方法を選んでタッチ
し、宛先を選びます。

3. [メッセージ選択]をタッチ
[定型文]または[オリジナル(作文)]を選び
ます。
文章を作成するには [オリジナル (作
文)]?[新規登録]をタッチします。

4. [送信]をタッチ

知識
● 送信機能は接続した携帯電話により
ご利用できないことがあります。

● 電話帳または通話履歴画面に表示さ
れる[ ]をタッチしてもSMS送信が
できます。

ショートメッセージ(SMS)機能を使う
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ハンズフリーフォンの設定画面
ランチャーメニューの[ ]?[ ]をタッチ
設定項目を選びます。

[機器接続] 機器接続画面を表示します。Bluetooth®接続のON/OFF、機器の切り替
え、接続機器の消去などができます。
機器接続画面の見かた (P.17)

[電話] [短縮ダイヤル] 短縮ダイヤル設定画面を表示します。
短縮ダイヤルの登録、編集 (P.84)

[電話帳] [電話帳ダウンロード] 選択すると、電話帳手動転送を行います。携帯電話の機種により、デー
タの追加と上書きを選択できる場合があります。また、携帯電話側の操
作が必要な場合もあります。

[自動ダウンロード] ONにすると、携帯電話接続時に自動的に電話帳をダウンロードします。
自動ダウンロードができないときは、[電話帳ダウンロード]で手動転送し
てください。

[並べ替え] 苗字または名前で電話帳を並び替えます。
[メッセージ] [メッセージ] SMS機能をON/OFFします。

[メッセージ音] SMS受信時の着信音をON/OFFします。
[署名] SMS送信時の署名のON/OFFを設定します。
[自動返信] 自動返信をON/OFFします。
[自動返信メッセージ] 自動返信時のメッセージを設定します。
[オリジナル（作文）の編集] 送信時の定型文、オリジナル（作文）を編集します。[新規登録]をタッチ

すると、新規メッセージが作れます。 SMS送信画面から作成することも
できます。

[通知] [メーターにのみ表示] ONにすると、アドバンスドドライブアシストディスプレイのみに通知を
表示します。

[車載機の着信音使用] ONにすると、車両のスピーカーから着信音が流れます。
[自動応答保留] ONにすると、着信があったときに自動的に保留にします。

[着信音量] 着信音量を調整します。
[送話音量] 送話音量を調整します。

83$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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短縮ダイヤルの登録、編集
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[電話]?[短縮ダイヤル]をタッチ
設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[登録･編集] [+]をタッチすると、新規登録ができます。

登録済みの短縮ダイヤルをタッチすると、編集･消去ができます。
[一括消去] 登録してある短縮ダイヤルを一括で消去します。

ハンズフリーフォンの設定をする
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Apple CarPlayを使う
Apple CarPlay対応のiPhoneを本機に
USBまたはワイヤレス接続することでAp-
ple CarPlayを使用することができます。
Apple CarPlay、iPhone®は米国および他
の国々で登録されたApple Inc.の商標で
す。
iPhone商標は、アイホン株式会社のライセ
ンスに基づき使用されています。

iPhoneについて
Apple CarPlay対応のiPhoneについては、
AppleのWebサイトでご確認ください。
● 動画、静止画表示には対応していませ
ん。

● iPhoneの動作については全てを保証す
るものではありません。

● iPhoneをご使用の際、オーディオブッ
クの表示位置にオーディオブックが表示
されない場合があります。

● iPhoneを接続しても操作ができない場
合は、iPhoneを外して再度接続してく
ださい。

● iPhoneの接続対象機種一覧に記載が
あっても、ファームウェアのバージョン
によって動作しない場合があります。

● iPhone内のビデオファイルの再生はで
きません。

Apple CarPlayについて
● Apple CarPlayが起動している間は、接
続しているiPhoneでのBluetooth®機能
は使用できません。

● Apple CarPlayの詳細については、Ap-
pleのWebサイトをご確認ください。

● Apple CarPlayはAppleが提供するアプ
リケーションです。各機能は予告なく変
更･終了することがありますので、あら
かじめご了承ください。

iPhoneを接続する

■ USB接続する
1. iPhoneをUSB電源ソケットに接続

USB電源ソケット (P.9)

2. Apple CarPlay起動時の確認メッセー
ジが表示されたら、[はい]をタッチ
Apple CarPlayが起動します。
[いいえ]をタッチするとiPhoneをiPod
として接続できます。
[再表示しない]をタッチすると、起動時
の確認メッセージを表示しません。

知識
● iPhoneを接続するときは、iPhoneに付
属のUSBケーブルを使用してください。

● Wi-FiスポットとApple CarPlayを同
時にご使用される場合、ワイヤレス
接続ではなくUSB接続で使用してく
ださい。

■ワイヤレスで接続する
1. iPhoneをBluetooth®接続

機器接続画面の見かた (P.17)

2. Apple CarPlay起動時の確認メッセー
ジが表示されたら、[はい]をタッチ
Apple CarPlayが起動します。
iPhoneに表示される通知でワイヤレス
接続を選択すると、ワイヤレスでApple
CarPlayがご利用いただけます。

知識
● 本機の設定によって、iPhoneを接続
してもApple CarPlay画面を表示しな
いことがあります。ランチャーメ
ニューに[ ]が表示されている場合
は、タッチして、Apple CarPlay画面
を表示させてください。ランチャー
メニューに[ ]が表示されない場合
は、接続機器設定を変更することで
Apple CarPlay画面を表示することが
できます。
機器接続画面の見かた (P.17)

● 接続機器がApple CarPlay、Android
Auto™またはBluetooth®に接続され
ていない場合は、ステアリングス
イッチの＜ ＞ボタンを長押しす
ると、接続画面が表示されます。

● ワイヤレス接続を選択しなかった場
合、iPhoneはBluetooth®機器として
接続されます。後からワイヤレス接

85$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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知識
続をしたい場合は、Bluetooth®機器
として登録しているiPhoneを一度削
除して再接続してください。

Bluetooth画面について (P.17)
● Wi-FiがOFFの場合は、通知が表示さ
れます。画面に従って操作するとワ
イヤレスでApple CarPlayに接続がで
きます。

Wi-Fi画面について (P.19)

Apple CarPlay画面を表示する
Apple CarPlay対応のiPhoneをUSBまたは
ワイヤレス接続すると、ランチャーメ
ニューの [ ]が [ ]になります。Apple
CarPlay以外の画面のときにタッチしてAp-
ple CarPlay画面を表示できます。
表示されているiPhoneの機能を本機の画面
上で使用できます。

知識
● ランチャーメニューの [ ]? [アプ
リ]?[スマートフォン接続]からもAp-
ple CarPlayを起動できます。
アプリメニューについて (P.13)

Siriの使いかた
Apple CarPlay使用中にSiriを使用できます。
ステアリングスイッチの＜ ＞ボタンを長押し
Siriが起動します。

起動オプションを設定する
1. ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[機器接続]?[Apple CarPlay]をタッチ

2. 設定したい機器の横にある[ ]?[起動オプション]をタッチ

設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[常に確認する] iPhoneを接続したとき、確認メッセージが表示されます。
[確認無しで起動] iPhoneを接続したとき、自動でApple CarPlayを起動します。
[起動しない] iPhoneを接続してもApple CarPlayを起動しません。

知識

● [Apple CarPlay利用時の補足情報]をタッチすると、Apple CarPlay利用時の補足情報
を表示します。

● [削除する]をタッチすると、登録したiPhoneを削除できます。

Apple CarPlay
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Android Auto™を使う
Android Auto™対応のAndroidスマート
フォンを本機に接続することでAndroid
Auto™を使用することができます。An-
droidおよびAndroid Auto™は、Google
LLCの商標です。

Androidスマートフォンについて
Android Auto™を利用するには、Android
Auto™に対応したAndroidスマートフォン
が必要です。詳細はGoogle社のWebサイト
でご確認ください。
● Androidスマートフォンで再生可能な動
画、静止画表示には対応していません。

● Androidスマートフォンの動作について
は全てを保証するものではありません。

● Androidスマートフォンを接続しても操
作ができない場合は、Androidスマート
フォンを外して再度接続してください。

Android Auto™について
● Android Auto™が起動している間は、接
続しているスマートフォンでのBlue-
tooth®機能は使用できません。

● 詳細については、Google社のホーム
ページ https://www.android.com/
auto/ をご覧ください。

● Android Auto™はGoogleが提供するア
プリケーションです。各機能は予告なく
変更･終了することがありますので、あ
らかじめご了承ください。

Androidスマートフォンを接続する

アドバイス
● Android Auto™をご利用になるに
は、Android Auto™のアプリケー
ションを接続するスマートフォンに
ダウンロードする必要があります。
詳細についてはGoogle Play™のAn-
droid Auto™アプリページを参照し
てください。

● 初めてAndroidスマートフォンを接続
する場合は、パーキングブレーキを
かけてください。

1. AndroidスマートフォンをUSB電源ソ
ケットに接続

USB電源ソケット (P.9)

2. Android Auto™起動時の確認メッセー
ジが表示されたら、[はい]をタッチ
Android Auto™が起動します。

知識
● Androidスマートフォンを接続すると
きは、Androidスマートフォンに付属
のケーブルを使用してください。

● Androidスマートフォンがロック状態
のときはAndroid Auto™が起動しな
い場合があります。

● 本機の設定によって、Androidスマー
トフォンを接続してもA n d r o i d
Auto™画面を表示しないことがあり
ます。 ランチャーメニューに[ ]が
表示されていたらタッチして、An-

droid Auto™画面を表示させてくだ
さい。 ランチャーメニューに[ ]が
表示されない場合は、接続機器設定
を変更することでAndroid Auto™画
面を表示することができます。

Android Auto™画面を表示する
Android Auto™対応のAndroidスマート
フォンを接続しているときにAndro id
Auto™画面を表示できます。
1. ランチャーメニューの[ ]をタッチ

Android Auto™画面が表示されます。

2. アイコンをタッチ
表示されているAndroidスマートフォン
の機能を本機の画面上で使用できま
す。

知識
● [ ]は本機にAndroidスマートフォン
が接続されているときのみ表示され
ます。

● ランチャーメニューの [ ]? [アプ
リ]?[スマートフォン接続]からもAn-
droid Auto™を起動できます。
アプリメニューについて (P.13)

87$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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Google アシスタント™の使いかた
Android Auto™使用中にGoogle アシスタント™を使用できます。
ステアリングスイッチの＜ ＞ボタンを長押し
起動音が鳴り、Google アシスタント™が起動します。

起動オプションを設定する
1. ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[機器接続]?[Android Auto]をタッチ

2. 設定したい機器の横にある[ ]?[起動オプション]をタッチ

設定項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[確認無しで起動] Androidスマートフォンを接続したとき、自動でAndroid Auto™を起動します。
[起動しない] Androidスマートフォンを接続してもAndroid Auto™を起動しません。

知識
● [Android Auto利用時の補足情報]をタッチすると、Android Auto™利用時の補足情報を表示します。
● [削除する]をタッチすると、登録したAndroidスマートフォンを削除できます。

Android Autoの接続を切り替える
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[機器接続]?[Android Auto]をタッチ
Android Auto™が使用可能なデバイスを接続すると[ ]を表示します。タッチすると接続または解除が切り替わります。

Android Auto™

ハ
ン
ズ
フ
リー
フ
ォ
ン、

Apple
CarPlay 、

Android
Auto™



(89,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

NissanConnect サービス
NissanConnect サービスとは P.90

NissanConnect サービスをお使いになる前に P.94

NissanConnect サービスを使う
最速ルート探索 P.95

地図更新について P.95

NissanConnect サービスメニュー P.97

NissanConnect サービスを使いこなす
NissanConnect サービスを設定する P.98
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NissanConnect サービスとは
NissanConnect サービスとは、車両に搭載されているNissanConnect 専用車載通信ユニット「Telematics Control Unit」と情報セ
ンターが通信することで、車両コントロールアプリやデータダウンロードなどを使用できる便利なConnected Car Serviceのことです。

NissanConnect サービス

アドバイス
● サービスを提供するうえで必要となる情報（例えば、自車の位置情報や走行情報）はご利用時に情報センターへ自動的に送られま
す。

● 車をお譲りになる場合は、必ず退会手続きを行ってください。また本機に保存されている情報は消去してください。詳しくは、
NissanConnect お客さまセンターにご相談ください。

NissanConnect サービスでは、さまざまなサービスをご利用いただけます。
メニュー項目の詳細などについては、NissanConnect お客さまセンターにお問い合わせください。
またNissanConnect サービスの詳細などについては、日産販売会社またはNissanConnect お客さまセンターにお問い合わせください。

NissanConnect お客さまセンター：
0120-981-523
受付時間 9:00～17:00（年末年始を除く）
ホームページアドレス
http://www.nissanconnect.jp

NissanConnect サービス
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■おもなサービス
サービスは追加･変更されることがあります。詳細は専用Webサイトをご確認ください。
https://www3.nissan.co.jp/connect.html

カテゴリー サービス名称 概要
ナビ画面 最速ルート探索 情報センターで保持している最新のVICS情報や、プローブ情報、渋滞統計情報をもとに目的地ま

で最も早く到達できると予想されるルート探索を行い、ナビのルート探索に反映します。
最速ルート探索 (P.95)

オペレータサービ
ス

地図ショートカットメニューの[ ]をタッチすると、情報センターに接続し、対応したオペレー
タが目的地や周辺施設を検索します。検索結果をダウンロードすることで、走行中でもナビの目
的地設定ができます。24時間365日利用できます。
[終了]をタッチすると、回線を切断します。

情報チャンネル ドライブに役立つ情報など、あらかじめ用意されたコンテンツを、情報チャンネルメニューから
ダウンロードできます。（読み上げ/文字表示/地図表示などの機能が可能です。機能はコンテン
ツにより異なります。）

NissanConnect サービスメニュー (P.97)
地図更新 (OTA地図
自動更新）

通信による地図更新（OTA地図自動更新）ができます。OTA地図自動更新以外にも、お好みに応
じてWi-FiまたはUSBを使用した更新方法があります。
地図更新の方法 (P.95)

NissanConnect
メッセージ

お客さまのお車の状況に合わせた車検･点検の案内やお得な情報などが、ナビに自動で配信され
ます。受信したメッセージは音声で読み上げられます。

Google検索 ナビ上のキーボードから名称を入力すると、Googleで施設検索が実行でき、施設などはそのま
まナビの目的地設定ができます。
目的地検索画面 (P.41)

ストリートビュー 目的地を検索する際に、周辺のリアルストリートビューを確認できます。
[ ]をタッチしてストリートビューを表示できます。[＜]または[＞]をタッチして視点が変更でき
ます。

航空写真 目的地を実際の航空写真で確認できます。
[ ]をタッチして、航空写真を表示できます。[ ]/[ ]をタッチして縮尺の調整ができます。

スマートフォン
アプリ

マイカー位置 (マイ
カーファインダー)

パワースイッチをOFFにしたときのおおよその車の位置をスマートフォンアプリで確認できま
す。

91$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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カテゴリー サービス名称 概要
ドアtoドア ナビ 充電残量を考慮したルートを提案し、目的地をナビに送信します。出発時には、ナビに目的地を

打ち込む必要なく、目的地までのルート案内が開始します。目的地周辺で降車した場合(※)はス
マートフォン上のマップアプリが最終目的地までの徒歩ナビを開始し、シームレスに誘導しま
す。
※目的地から半径2km以内
スマートフォンのカレンダーアプリを参照して、日時と目的地を設定できます。到着日時を指定
すると、出発日時を計算して出発が近づくとスマートフォンアプリに通知します。

車の状態表示 （リ
モ ー ト マ イ カ ー
チェック）

スマートフォンアプリ上で車の状態（ドアの開閉状態および鍵の状態など）を確認できます。

ドライブ履歴 過去のドライブ履歴（走行時間、走行距離、平均電費など）を数値とグラフで確認できます。
バ ッ テ リ ー 状 態
チェック

現在の充電状態（％）と航続可能距離（Km）を確認できます。充電中の場合、充電完了までの
目安時間を確認できます。

リモート充電 スマートフォンアプリで充電開始を操作できます。
充電スポット満空
情報

充電スポットごとの利用状況を、ナビ/スマートフォンアプリ上にアイコン表示することができ
ます。

充電スポット検索
(バッテリー残量低
下時)

リチウムイオンバッテリー残量が低下すると、自動的に近くの充電スポットを検索してナビ画面
に表示します。

乗る前エアコン 繰り返し使うタイマーエアコンをスマートフォンアプリでも設定できます。ドアtoドアナビのス
ケジュールにエアコンの温度を設定すると、出発時刻に合わせてエアコンを始動し車内を快適な
温度にします。

カーアラーム通知 車に危険がおよぶとスマートフォンアプリに通知が届きます。
リモートタイマー
充電

繰り返し使うタイマー充電をスマートフォンアプリでも設定できます。

NissanConnect サービス

N
issanC

onnect

サー

ビ
ス



(93,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

カテゴリー サービス名称 概要
オプション Wi-Fiスポット

(docomo in Car
Connect)★

NissanConnect サービス会員は、任意で株式会社NTTドコモが提供する車内Wi-Fi接続サービス
に加入ができます。
サービスチケットはドコモのサイトから購入できます。
申し込みサイト：https://docomo-icc.com/nissanconnect/
(「docomo in Car Connect」および「docomo in Car Connect」ロゴは、株式会社NTTドコモ
の商標または登録商標です。）

NAF0007X

■その他の機能
● プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付)★：
※プロパイロット緊急停止支援システムのSOSコール機能は、NissanConnect サービス加入時のみご利用できます。
プロパイロット作動時に、ハンドルを持つようにシステム的に呼び掛けても一定期間応答がない場合、車両は運転者異常時と判断し、
速度を落として自動停止します。この事象を元に、緊急通報サービスに接続する緊急時のサポート機能です。
プロパイロットについては、車両取扱説明書をお読みください。

● プロパイロット2.0緊急停止支援システム(SOSコール機能付)★：
※プロパイロット2.0緊急停止支援システムのSOSコール機能は、NissanConnect サービス加入時のみご利用できます。
プロパイロット2.0作動時に、ハンドルを持つ運転に切り替えるようにシステム的に呼び掛けても一定期間応答がない場合、車両は運
転者 異常時と判断し、速度を落として自動停止します。この事象を元に、緊急通報サービスに接続する緊急時のサポート機能です。
プロパイロットについては、車両取扱説明書をお読みください。

● SOSコール：
SOSコールはSOSコールスイッチを押す、またはエアバッグが作動することで開始されます。SOSコールスイッチはマップランプ周辺
にあります。
SOSコールの詳細については、車両取扱説明書をお読みください。

93$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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NissanConnect サービスをお
使いになる前に

サービスのお申し込みについて

アドバイス
● サービスのご利用には、NissanCon-

nect サービスへのお申し込みが必要
となります。 詳しくは購入された日
産販売会社にお問い合わせくださ
い。
また、NissanConnect サービスをご
利用になるには、IDとパスワードの
入力が必要です。

NissanConnect サービス ユー
ザーIDおよびパスワードの入力
(P.25)

● サービスを提供するうえで必要とな
る情報（例えば、サービスの利用状
況、車の位置や車載機IDなど）はご
利用時に情報センターへ自動的に送
られます。

● 車をお譲りになる場合は、必ず退会
手続きを行ってください。また本機
に保存されている情報は消去してく
ださい。詳しくは、NissanConnect
お客さまセンターにご相談くださ
い。

ご使用上の注意
● NissanConnect サービスをご利用にな
ると、電波の受信状態を示すマーク
（Telematics Control Unitアイコン）
が画面に表示されます。電波の受信状態
が良好を示すマーク( )が表示されてい
る場所でサービスをご利用ください。

● NissanConnect サービスは、Nissan-
Connect 専用車載通信ユニット「Tele-
matics Control Unit」の電波状態など
で、情報センターに接続できない場合や
途中で通信が途切れる場合があります。
電波状況が良好になってから再度通信を
行ってください。

● 画面上のTelematics Control Unitアイ
コンが良好状態を表示していても、情報
センターに接続できない場合があります
が、故障ではありません。少し時間が
たってから再度通信を行ってください。

● NissanConnect 専用車載通信ユニット
「Telematics Control Unit」は、xi/
FOMAモジュールを採用して、通信を利
用 し た サ ー ビ ス を 提 供 し ま す 。
（「xi」、「FOMA」は株式会社NTTド
コモの商標または登録商標です。）
以下の場合には、サービスをご利用にな
れません。
– サービスをご利用になっている場所
が通信エリア外のとき

– サービスをご利用になっている場所
が通信エリア内であっても、回線混
雑などで発信規制がかかっていると
き、もしくは通信状態が不安定なと
き

● 2週間以上車を使用されなかった場合は
通信ができなくなり、リモート機能など
の操作ができなくなります。この場合
は、パワースイッチをONにすると、再
度通信ができるようになります。

NissanConnect 専用車載通信ユニットについて
この車両には、Telematics Control Unitと
いうNissanConnect専用車載通信ユニット
が搭載されています。
● 本製品には、電気通信事業法第56条第2
項の規定に基づく端末機器の設計につ
いて認定を受けた設備が組み込まれて
おります。

● 本製品には、電波法第38条の24第1項の
規定に基づく認証を受けた設備が組み
込まれております。

NissanConnect サービス
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最速ルート探索
NissanConnect サービスに接続して渋滞
情報を考慮した最速ルートを探索します。
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[最速
ルート探索]をタッチ
最新の交通情報をダウンロードし、ルート
ガイドを開始します。

アドバイス
● 交通情報のダウンロード中に[終了]を
タッチすると、ダウンロードが終了
し、最速ルート探索を中止します。

● ルート探索時点で所要時間が最短と
予測されるルートを選択するもので
あり、必ずしも渋滞を回避するもの
ではありません。またVICS情報とそ
の他の交通情報を用いた探索結果で
あり、必ずしも実際の最速ルートと
ならない場合があります。

● 渋滞表示の道路を案内したり、順調
表示の道路を迂回する場合がありま
す。

地図更新について
地図更新は、USB、Wi-FiまたはNissanConnect 専用車載通信ユニット「Telematics
Control Unit」による更新(OTA地図自動更新）の3種類の方法で行います。
※本機で地図更新（Wi-Fi/USBによる更新を含む）を行うには、NissanConnect サービス
に加入いただく必要があります。
https://www3.nissan.co.jp/connect/service_convenient.html#ota

地図更新の方法
ナビに収録されている地図データは、以下の3つからお好みの方法で最新のものに更新する
ことができます。
USBを使用して地図更新をする
● USBを自宅パソコンに接続し、手動操作で地図更新をします。
● データ通信を使わないので、容量の大きな全国地図更新をするときなどにお勧めです。
● USB地図更新については専用Webサイト(https://nissan.mapupdate.info/)をご確認く
ださい。

Wi-Fiを使用して地図更新をする
● 自宅Wi-Fi、ルーターまたは携帯電話でのテザリングを使用してナビをWi-Fi接続し、手
動操作で地図データを更新します。

● エリアを指定して地図更新したい場合などにご利用ください。
Telematics Control Unitで地図更新をする (OTA地図自動更新）
● [自動地図更新の設定]をONにしておくと、Telematics Control Unitを通して新しい地
図データが配信されると画面にメッセージでお知らせします。
地図更新をする (P.96)

● 自車位置周辺の地図を更新できます。

95$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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地図更新をする
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[システム更新]?［地図更新］をタッチ
地図更新の方法を選びます。

項目 機能･操作説明
[USBメモリで更新] [USBメモリに地図情報を保

存]
地図データをUSBメモリに保存します。
お手持ちのパソコンから専用Webサイト (https://nissan.mapupdate.info/)に接続
し、地図データを現在のマップ情報が入っているUSBメモリにダウンロードします。

[USBメモリから地図をイン
ストール]

パソコンを使用してダウンロードした地図データをUSBからインストールし、地図更
新をします。

[Wi-Fiで更新] [地域選択] 更新したい地域を選択すると、地域内の地図データが更新されます。
[地図更新の設定] [自動地図更新の設定] 地図自動更新のON/OFF設定をします。

ONに設定すると、ナビ画面に表示されるお知らせメッセージから地図更新をするこ
とができます。
更新はバックグラウンドで実行され、自動更新完了後パワースイッチをOFFにし、再
度ONにすると更新地図を反映します。

注意
● 地図更新を行うときは、安全な場所に停車してパーキングブレーキをかけ、必ずパワースイッチをONにした状態で行ってくださ
い。

知識
● 更新中にパワースイッチをOFFにした場合は、次回パワースイッチをONにした時に自動で地図更新を開始（再開）します。
● [キャンセル]をタッチして地図更新中に更新をキャンセルすることができます。
● スマートフォンのテザリング機能を使用して地図更新をしている場合は、スマートフォンの電源を切らないでください。
● 地図データは、原則として年3回程度更新しています。
● Telematics Control Unitを使用した地図データの自動更新時は更新中もナビゲーションシステムは使用できます。

Wi-Fi、USBを使用した地図更新はナビゲーション機能は使用できません。更新作業後にパワースイッチをONにして再始動すると、
地図データ更新が反映されます。

● Wi-Fi経由で地図更新する場合は、あらかじめ、Wi-Fi接続をONに設定しておく必要があります。

NissanConnect サービスを使う
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知識
● USBメモリで地図更新する場合は、USB2.0ハイスピード対応で空き容量が32GB以上のFAT32でフォーマットされているUSBメモリ
を使用し、USBメモリを開いたときに表示されるフォルダ（ルートディレクトリ）の中にコピーしてください。

● 以下のUSBメモリは使用できません。
—暗号化やコピープロテクトされている
—複数のパーテーションに分かれている

● USBメモリで地図更新する場合は、USBメモリを挿入してから操作してください。インストールが完了後USBメモリを取り外して
ください。

NissanConnect サービスメニュー
NissanConnect サービスメニューから、いろいろな情報を確認したり、サービスを受けたりできます。
ランチャーメニューの[ ]?[アプリ]?[NissanConnect サービス]をタッチ
各種サービス画面を表示します。

項目 機能･操作説明
[オペレータ接続] オペレータに接続できます。

おもなサービス (P.91)
[お気に入りチャンネル] 情報チャンネルをお気に入りに登録できます。
[情報チャンネル] 情報チャンネルメニューからコンテンツをダウンロードできます。
[情報チャンネル履歴] 受信した情報の履歴を見ることができます。
[充電スポット更新] 情報センターと通信して、現在地周辺の充電スポット情報を更新します。
[充電スポット満空情報] 情報センターに接続して、充電スポットの満空情報を取得します。

充電スポットの満空情報を確認する (P.30)
[渋滞情報取得] 現在地周辺の渋滞情報をダウンロードできます。

97$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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NissanConnect サービスを設定する
NissanConnect サービスの各種設定をします。
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[NissanConnect サービス]をタッチ

項目 機能･操作説明
[充電状態の通知] [プラグ挿し忘れ通知地点] 充電プラグの挿し忘れを検知する地点を登録できます。

[新規登録]をタッチすると、目的地の設定と同じ方法で挿し忘れ通
知地点を探索、登録できます。

[プラグ挿し忘れ通知確認時間] 充電プラグの挿し忘れを通知するタイミングを設定します。
[プラグ挿し忘れ通知] パワースイッチOFF後、設定した確認時間が経過したとき、登録し

た場所で充電プラグの挿し忘れがあった場合はシステムが確認し
て、ID連携されたスマートフォンに通知します。

[設定初期化] 登録した場所や確認時間などの設定が初期状態になります。
[ユーザー ID･パスワード
設定]

[登録] 入力したユーザーID･パスワードを登録します。

[ユーザーID] ユーザーIDを入力します。
[パスワード] パスワードを入力します。
[ユーザーID･パスワードを消去する] 入力したユーザーID･パスワードを消去します。

[充電スポット自動更新] 充電スポット自動更新のON/OFFを設定します。
[情報チャンネル設定] [自動的に取得す

る]
[取得タイミングの
選択]

情報チャンネルの取得タイミングの設定をします。

[情報チャンネルの
選択]

情報を取得する情報チャンネルの選択をします。

[表示リストの変更] 情報チャンネルへのお気に入りの登録、表示リストの更新、表示リ
ストの初期化などができます。

[情報チャンネル履歴を全て消去] 情報チャンネル履歴を全て消去します。

NissanConnect サービスを使いこなす
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[プローブ情報設定] [プローブ情報の送信] 位置、走行距離および消費電力などの走行情報 (プローブ情報) は、
情報センターに送られ、渋滞情報などに利用されます。プローブ情
報の送信をONに設定すると、情報センターからの交通情報ダウン
ロード時や、最速ルート探索時にプローブ交通情報をダウンロード
できます。 プローブ情報は渋滞状況を考慮した色を用いて、破線で
表示されます。

[プローブ情報を消去] 走行情報 (プローブ情報)を全て消去します。
[車載機IDの表示] 車載機IDなどを表示します。
[NissanConnect サービス設定を全て初期化] NissanConnect サービスの設定を初期化します。

初期化された設定および消去された履歴は元に戻すことはできませ
ん。

充電状態の通知について
プラグ挿し忘れ通知について：
● 設定した時間を迎えたときに充電プラグの挿し忘れがあった場合は通知します。
● 設定した時間を過ぎてしまうと、その後に充電プラグが抜けても通知されません。
● 普通充電コネクタがきちんと挿しこまれていない（半勘合）場合にも通知されます。
● 車両が電波の届かない場所にある場合は通知されません。
● 充電プラグが抜けた理由は確認できません。
● パワースイッチがONのときは通知されません。

99$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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音声操作
音声操作機能について P.102

ボイスアシスタント
基本的な操作の流れ P.103

ボイスアシスタントの使いかた P.103

Amazon Alexa

Amazon Alexaについて P.107

初期設定をする P.107

Alexaを使う P.107

Alexaメニュー P.108
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音声操作機能について
本機ではボイスアシスタントとAmazon
Alexaの2種類の音声操作機能をご利用いた
だけます。
ボイスアシスタントではナビや車両のオー
ディオ、エアコンなどを音声で操作し、
Amazon Alexaで音楽の再生や自宅のス
マートホームデバイスの操作などができま
す。

音声操作の各部の名称と機能
音声操作は、専用マイク、タッチパネル、
ステアリングスイッチで行います。
マイクはマップランプの近くにあります。

NAG0016X

音声操作スイッチの切り替え
ステアリングスイッチの＜ ＞ボタンを
押したときに、ボイスアシスタントを起動
するかAmazon Alexaを起動するか設定で
きます。
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[サウン
ド調整]?[音声設定]?[音声操作スイッチ短
押し]をタッチ

知識
● Alexaメニューからでも設定ができま
す。

Alexaメニュー (P.108)

音声操作

音
声
操
作



(103,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

基本的な操作の流れ
コマンドを発話することでさまざまな操作
ができます。
1. ボイスアシスタントを起動する

2種類の方法でボイスアシスタントを起
動します。

● "ハロー ニッサン"と発話する
["Hello Nissan"を許可]がONのときに使
用できます。

● ステアリングスイッチの＜ ＞ボタ
ンを押す
[音声操作スイッチ短押し]が"Nissan"と
なっているときに使用できます。
設定のしかた (P.105)

2. コマンドを発話する
コマンドは自由な会話形式で発話いた
だけます。
コマンドがうまく認識されない、ボイ
スアシスタントで何が操作できるのか
わからないなどの場合は画面に表示さ
れる例にしたがって発話してくださ
い。
コマンドを発話する以外にも、ステア
リングスイッチやタッチパネルを使っ
て画面に表示される項目を選ぶことも
できます。

● 操作の方法や発話のタイミングは音声
でご案内します。

● 音声で案内中にもう一度ステアリング
スイッチの＜ ＞ボタン を押すと、
すぐにコマンドを発話できます。

● ステアリングスイッチの ＜ ＞ボタ
ン を長押しすると、ボイスアシスタン
トを終了します。

● 音声ガイドの音量は、音声ガイドが流
れているときにステアリングスイッチ
の＜- +＞ボタンで調整できます。

● ステアリングスイッチの＜OK＞ダイヤ
ルを回すと項目の選択、押すと操作の
確定ができます。

● ステアリングスイッチの＜ ＞ボタン
を押すと、1つ前のコマンド画面に戻り
ます。始めの画面では、ボイスアシスタ
ントをキャンセルします。

知識
● ボイスアシスタントでAmazon Alexa
は使用できません。

● "ハイ ニッサン "、 "ヘイ ニッサ
ン"、"オッケー ニッサン"などでもボ
イスアシスタントを起動できます。

ボイスアシスタントの使いかた

ボイスアシスタントを上手に操作するには
コマンドを正しく認識させて、スムーズに
実行させるには、以下の点に注意してくだ
さい。
● 運転席の声を入力するように設計され
ているため、運転席以外からの音声入
力は認識できない場合があります。

● 同乗者がいる場合は、発話をするのを
避けてもらってください。

● マイクに近づいたり、意識的にマイク

の方向に向いたりせずに、安全に運転
できる姿勢でボイスコマンドを発話し
てください。

● 大きな声でハッキリと正確に発話する
など、呼びかけかたを変えてお試しく
ださい。

● ボイスコマンドは、正しく発話してく
ださい。

● “えーと”などの声を発したりする
と、ボイスコマンドが正しく認識され
ないことがあります。

● ステアリングスイッチの＜ ＞ボタン
を押した後、"ピッ"と鳴ってからお話し
ください。話し始めるまでに時間がか
かったときは、その画面で認識できるコ
マンドの例が読み上げられます。

● リストに表示されている行き先やチャン
ネル名などは、リストの番号を発話して
ください。

● 画面上に白で表示されている言葉がコマ
ンドとして認識できる言葉です。灰色で
表示されている言葉は発話しても認識す
ることができません。

● ボイスコマンドは自然な速さで発話して
ください。ゆっくり話しすぎると正しく
認識されません。

住所や電話番号の発話のポイント
● 音声入力しているときにステアリング
スイッチの＜ ＞ボタンを押すと、
最後に音声で入力した内容を消去しま
すので、途中から入力をやり直すこと
ができます。

● 住所を入力するときは、神奈川県横浜
103$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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市西区高島一丁目1番1号のように続けて
入力することもできますし、 都道府県
名、市区町村名、大字、字、丁目、番
地、号のように分けて入力することも
できます。

● 「都道府県名」と「市名」、「市名」
と 「町名」の間などは、区切って入力
もできます。町名の後に大字が続く場
合は町名と大字は続けてお話しくださ
い。
例1）“かながわけんよこはまし”と続
けて発話。
例2）“かながわけん”と発話した後に
一度区切り、応答メッセージが流れてか
ら“よこはまし”と発話。
例3）“ふくしまけんあいづわかまつ
し”と発話した後に一度区切り、応答
メッセージが流れてから“もんでんまち
おおあざくろいわ”と発話。

● 政令指定都市、および東京23区につい
ては、都道府県名を省略して入力でき
ます。

● 番地を入力する際、一丁目23番地4号
（1-23-4）を入力するには“いちの に
さん のよん” または“いっちょうめに
じゅうさんばんちよんごう”と発話し
ます。

● 番地を入力しなくても、大字（おおあ
ざ）まで入力後、“行き先にする”と
発話すると、付近までのルートを探索
します。

● 地域によっては小字（こあざ）の入力
に対応していない場合があります。

● 丁目、番地、号には、一部入力できな
いものがあります。

● 郡名称は、省略可能です。
例）埼玉県南埼玉郡白岡町 ? 埼玉県白
岡町

● 福島県いわき市泉町下川字大剣386のよ
うに、住所に「字」の文字が含まれて
いる場合、 福島県いわき市泉町下川大
剣386のように「字」を省略しないと認
識しない場合があります。
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設定のしかた
ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[サウンド調整]?[音声設定]をタッチ
設定項目を選びます。項目は、条件やソフトウェアバージョンなどの違いにより異なります。

項目 機能･操作説明
[ボイスガイダンスの再生] ボイスガイダンスのON/OFFを設定します。
[ボイスガイダンスの短縮] システムから流れてくるボイスガイダンスを短くします。
[認識結果のリスト表示] 信頼性の高い順に音声認識結果がリストで表示されます。
[ボイスガイダンスの切り替え] ボイスガイダンスを男性または女性から選択できます。
[ボイスガイダンスの速さ] ボイスガイダンスの速さを調整します。
[ボイスガイダンスの音量] ボイスガイダンスの音量を調整します。
[ボイスガイダンス中のコマンド受付] ONにすると、ボイスガイダンス再生中でもコマンドを認識することができます。
["Hello Nissan"を許可] ONにすると、"ハロー ニッサン"と発話することでボイスアシスタントを起動できます。
[音声操作スイッチ短押し] ステアリングスイッチの＜ ＞ボタンを押したときに、ボイスアシスタントを起動する

かAmazon Alexaを起動するか選択できます。

105$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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音声認識できる施設ジャンル･名称
地図更新などでカテゴリーが変更されるこ
とがあります。全ての施設が検索できるわ
けではありません。

キャンプ場
ゴルフ場･ゴルフ練習場
スキー･ス
ノボ場ほか

クロカン･スノシュー
スキー･スノボ場
スノーモービル
リフト･ロープウェイ

スタジアム 武道館
野球場
陸上競技場

デパート
ドライブイン･道の駅
ビーチ･海水浴場･海岸
フェリー
プラネタリウム
ホール･会館
ホテル
マリーナ･ヨットハーバー
マリンスポーツ
モータースポーツ･サーキット場
駅
温泉･お風呂
学校 大学

短大

観光名所 城･城跡･史跡
名所･観光地等

競馬･競輪
ほか

競艇･競輪･オートレース場
競馬

教会
空港
警察署
公園 レジャー公園

海洋公園･海浜公園
観光公園
国定公園

高速ＩＣ･ＳＡ･ＰＡ
裁判所
寺院
自然景観地 海岸

湖･沼
自然名所･観光地
鍾乳洞･洞穴
滝･渓谷
その他の自然景観地

住まい 住宅展示場
神社
税務署
総合病院
動物園･水
族館 ･植物
園

サファリパーク
植物園
水族館
動物園

年金事務所
博物館･科
学館 ･文化
施設ほか

博物館･科学館
資料館
その他文化施設

美術館･画
廊

美術館

保健所
法務局
役所 都道府県庁

市区町村役場
その他の官公署･公的機関

遊園地･テーマパーク
旅館 旅館

温泉旅館
割ぽう旅館
簡易旅館

ボイスアシスタント
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Amazon Alexaについて
本機にはAmazon Alexaが搭載されてお
り、音楽の再生や目的地の設定、自宅のス
マートホームデバイスの操作などができま
す。
Amazon、Alexaおよびそれらのロゴは
Amazon.com, Inc.またはその関連会社の
商標です。

NAG0018X

初期設定をする
Alexaは、スマートフォンのテザリングを利
用するか、NissanConnectサービスにご加
入いただきdocomo in Car Connect★を契
約した場合にのみ使用可能です。

Wi-Fi画面について (P.19)
NissanConnect サービス (P.90)

本機でAlexaを使用する前に、初期設定を行
います。
ランチャーメニューの[ ]?[Alexa]?[開
始]をタッチ
● 表示される二次元コードを読み取り、

Amazonアカウントでログインすると
Alexaが使用できます。

知識
● ランチャーメニューの [ ]? [アプ
リ]?[ダウンロードアプリ]?[Alexa]
をタッチしてもAlexaを使用できま
す。

● Alexaを利用するには、初期設定の
際、Amazonとの利用規約にご同意
いただく必要があります。
なお、Alexaのサービスはお客さまと
Amazonとの契約により同社より提供
されるサービスであり、当社は一切の
責任を負うものではございません。

Alexaを使う
2種類の方法でAlexaを起動できます。
● ステアリングスイッチの＜ ＞ボタン
を押す
[音声操作スイッチでAlexaを利用]がON
になっているときに使用できます。

Alexaメニュー (P.108)
● ランチャーメニューの[ ]?[Alexa]?
[ ]をタッチ

107$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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Alexaメニュー
ランチャーメニューの[ ]?[Alexa]?[メニュー]をタッチ
項目を選びます。

項目 機能･操作説明
[設定] [電話帳] Bluetooth®接続している携帯電話の電話帳をAlexaと同期できます。

[通知] 通知のON/OFFを設定します。
[リクエスト開始時のサウン
ド]

リクエスト開始時のサウンドのON/OFFを設定します。

[リクエスト終了時のサウン
ド]

リクエスト終了時のサウンドのON/OFFを設定します。

[音声操作スイッチでAlexa
を利用]

ステアリングスイッチの＜ ＞ボタンを押したときに、Alexaを起動する設定のON/
OFFをします。

[試してみよう] Alexaでできることのヒントを表示します。
[言語] Alexaで使用する言語を切り替えます。
[サインアウト] リンクしたAmazonアカウントからサインアウトします。
[ヘルプ] インターネット接続方法およびAlexaの起動方法のヘルプを表示します。

Amazon Alexa
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故障かな？と考える前に
本体関係 P.110

EV専用機能関係 P.111

ナビゲーション関係 P.112

Wi-Fi接続関係 P.118

オーディオ関係 P.119

ハンズフリーフォン関係 P.124

Apple CarPlay関係 P.127

Android Auto™関係 P.128

NissanConnect サービス関係 P.129

ETC関係 P.132

音声操作関係 P.133

知っておいていただきたいこと
ナビゲーション P.136

オーディオ P.146

ハンズフリーフォン P.150

音声操作 P.152

索引 P.153
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本体関係

液晶モニター関係

症状 原因 処置方法
画面が暗い。 車内の温度が低温である。 車内の温度が適温になるまでお待ちください。

車内の温度が高温である。 車内の温度が適温になるまでお待ちください。
液晶モニターの設定が暗すぎる。 液晶モニターの明るさを調整してください。

画面が眩しい。 液晶モニターの設定が明るすぎる。 液晶モニターの明るさを調整してください。
画面の中に小さな黒点、輝点が現れ
る。

液晶特有の現象である。 故障ではありません。

画像に、はん点や、シマ模様がで
る。

ネオンサイン、高圧電線、アマチュア無線、
他の自動車などからの電波を発する機器から
の電磁波の影響を受けている。

故障ではありません。

表示画面内容が残る。（残像現象） 液晶特有の現象である。 故障ではありません。
低温のとき、画像の動きが遅い。 車内の温度が0°C以下になっている。 使用温度範囲（0°C～＋50°C）に戻れば復帰しま

す。
斜め方向から見ると画像が白っぽく
見えたり、黒っぽく見える。

液晶モニターの特性である。 液晶モニターの明るさを調整してください。

故障かな？と考える前に

付
録



(111,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

EV専用機能関係

航続可能距離関係

症状 原因 処置方法
航続可能距離が表示できない。 パワースイッチがACC状態になっている。 パワースイッチをONにすると表示できます。

航続可能距離が短いために表示できない。 充電してください。航続可能距離が延びれば表示さ
れます。

充電スポット情報関係

症状 原因 処置方法
充電スポットアイコン表示の設定を
OFFにしているが、地図上に表示さ
れている。

表示されている充電スポットは、登録地とし
て設定されている。

故障ではありません。

充電促進案内やバッテリー残量低下
通知が表示されたので、充電スポッ
トを検索したが見つからない。

充電スポットが少ない場所では、自車位置周
辺で見つからない場合がある。

故障ではありません。

充電スポット情報画面が表示されな
い。

すべての充電スポット情報が整備されていな
いため、情報画面が表示されない場合があ
る。

故障ではありません。
目的地に設定する前に利用可能か事前に電話などで
確認してください。

表示されている充電スポット情報画
面が、実際の情報と異なる。

地図データが古い。 情報センターに接続して、充電スポット情報を更新
してください。 または新しい地図データに更新し
てください。

検索した充電スポットに行ったが、
表示された情報と異なり、充電でき
なかった。

地図データが古い。 情報センターに接続して、充電スポット情報を更新
してください。 または新しい地図データに更新し
てください。

充電スポットの設備が変わった、または持っ
ている充電ケーブルが使用できなかった。

目的地に設定する前に利用可能であるか事前に電話
などで確認してください。

111$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

故障かな？と考える前に

付
録



(112,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

112

ナビゲーション関係

地図表示／メニュー画面関係

症状 原因 処置方法
画面が表示されない。 地図以外の画面が表示されている。 ランチャーメニューの[ ]をタッチしてください。

画面設定の [画面 ]の設定がOFFになってい
る。

ランチャーメニューの[ ]?[ ]?[一般]?[画面設
定]?[画面]をタッチすると、画面表示のON/OFF切
替ができます。

2Dビュー（平面地図）と3Dビュー
で地名表示が異なる。

画面が煩雑にならないように文字情報の間引
き処理を行っているため。また道路や地名な
どを複数表示することもあり、処理の経緯か
ら毎回同じ内容が表示されるとは限らない。

故障ではありません。

細街路が地図上に表示されない。 安全のため、走行中は細街路は表示されな
い。

故障ではありません。停車してパーキングブレーキ
をかけると表示されます。

幅3ｍ以下の道路は表示されないことがあ
る。

故障ではありません。

メニュー項目が一部選べない。 走行中である。 車を安全な場所に停車し、パーキングブレーキをか
けてから操作してください。

故障かな？と考える前に

付
録



(113,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

自車位置･自車マーク関係

症状 原因 処置方法
自車位置が正しく表示されない。 パワースイッチをOFFにしてから車を移動した。

例）フェリーや車両運搬車などでの移動
GPS受信状態でしばらく走行してください。

ナビゲーションシステムの位置算出精度により、
現在位置や進行方向は、走行条件などによってず
れることがある。

故障ではありません。しばらく走行を続けると、
正常な表示に戻ります。

駐車場など、道路以外の場所にいる。 故障ではありません。道路上をしばらく走行する
と正常な表示に戻ります。

GPS衛星からの電波が受信できていない。 しばらく走行してください。
それでも受信できない場合は、日産販売会社また
は相談窓口にご相談ください。

タイヤチェーンの装着、タイヤ交換などにより、
車速信号からの車速推定にずれ（進みや遅れ）が
発生した。

約30km/h以上の速度で30分程度走行すると自動
的に調整されます。それでも進みや遅れが発生す
る場合は、日産販売会社または相談窓口にご相談
ください。

市街地図使用時、自車位置精度に対し画面表示が
大きいため表示誤差が拡がる。

地図の縮尺を拡大すると症状が緩和されます。

GPSアンテナ上に物が置いてあるため、GPS信号
が受信できない。

GPSアンテナはダッシュボード内に設置されてい
るため、ダッシュボード上に物を置かないでくだ
さい。

市街地図を表示しているとき、反
対車線上を走行しているように見
えることがある。

表示上ずれが生じることがある。 故障ではありません。

市街地図使用時、自車マークが位
置ずれを起こす。

自車位置精度に対し画面表示が大きいため表示誤
差が拡がる。

故障ではありません。地図の縮尺を拡大すると症
状が緩和されます。

新しい道を走ると自車マークが近
くの道にとぶ。

新しい道が地図データに未登録のため、登録され
ている近くの道路に自車マークを補正する。

地図データは、原則として年3回程度更新版が発
売されます。新しい地図データに収録されるまで
お待ちください。

113$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

故障かな？と考える前に

付
録



(114,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

114

症状 原因 処置方法
自車を移動させても地図がスク
ロールしない。

現在地表示になっていない。 ランチャーメニューの[ ]をタッチしてくださ
い。

自車マークが表示されない。
自車位置精度が悪い。 屋内や建物の陰にいるためGPS信号がさえぎられ

ている。
屋外の見通しの良い場所に移動してください。

GPSアンテナ上に物が置いてあるため、GPS信号
が受信できない。

GPSアンテナはダッシュボード内に設置されてい
るため、ダッシュボード上に物を置かないでくだ
さい。

GPS衛星の配置が悪い。 配置が改善されるまでお待ちください。
地形データに誤り、または欠落がある（常に同じ
場所でずれる）。

地図データは、原則として年3回程度更新版が発
表されます。新しい地図データに収録されるまで
お待ちください。

低速走行や発進、停止を繰り返した。 しばらく（およそ30km/h以上の速度で30分程
度）走行すると自動的に調整されます。それでも
進みや遅れが発生する場合は、日産販売会社また
は相談窓口にご相談ください。

目的地／経由地設定できない

症状 原因 処置方法
再探索時、経由地を探索しない。 すでに経由地を通過した、または通過したと

判断した。
通過した経由地を再び経由地にしたい場合は、再度
ルート探索を行ってください。

自動迂回路探索（または迂回路探
索）をしたが、前回探索したルート
と同じ結果になってしまう。

各種条件を考慮した探索を行ったが、同じ結
果になった。

故障ではありません。

経由地が設定できない。 経由地の設定数が上限に達している。 数回にわけて設定を行ってください。
行き先の設定で出発地が選べない。 行き先の設定での出発地は、常に現在地にな

る。
故障ではありません。

故障かな？と考える前に

付
録



(115,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

音声ガイド関係

症状 原因 処置方法
音声ガイドしない。 音声ガイドはある一定の条件を満たす の

マークが付いている交差点でしか行わないた
め、それ以外の場所では音声ガイドをしない
場合がある。

故障ではありません。

ルートを外れている。 ルートに戻るか、再度ルート探索してください。
[ガイド･メッセージ音声]がOFFになってい
る。

設定をONにしてください。
音量を調整する (P.21)

音量が小さくなっている。 音量を大きくしてください。
実際の道路と案内が異なる。 音声ガイドの内容は右左折する方向、他の道

路との接続形態などにより異なった内容にな
る場合がある。

実際の交通ルールに従って走行してください。

ETCゲートで案内される料金と実際
の料金が異なる。

ETCユニット（ナビと連動しないもの）を装
着している場合、各種有料道路の料金割引が
考慮されないため、案内した料金と実際の料
金が異なる場合があります。

故障ではありません。

地図データの収録時期などの関係で、最新の
料金が反映されていない場合があるため。

115$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

故障かな？と考える前に

付
録



(116,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

116

ルート探索関係

症状 原因 処置方法
ルートが表示されない。 目的地の近くに探索可能な道路がない。 目的地を近くの道路まで位置修正してください。特

に、上り下りで道路が別々に表示されているような
場所では進行方向に注意の上、道路上に目的地や経
由地を設定してください。

出発地と目的地が近い。 距離を離してください。
ルートが途切れて表示される。 探索では、細街路を含むその他一般道を使用

しないエリアがあるため、現在地、または経
由地が途中から表示されたり、途切れたりす
る。

故障ではありません。

通りすぎたルートが消去されてしま
う。

通り過ぎたルートは地図上から削除されま
す。

[走行軌跡]をONにしてください。
地図表示の設定 (P.38)

大回りなルートを探索する。 探索では、細街路を含むその他一般道を使用
しないエリアがあるため、大回りなルートに
なることがある。

故障ではありません。

出発地、目的地付近の道路に規制（一方通行
など）があるときに遠回りのルートを出すこ
とがある。

出発地や目的地を少しずらして設定してください。
または、通りたいルートに経由地を設定してみてく
ださい。

ランドマークの表示が実際と異な
る。

地形データの不備や誤りにより起こることが
ある。

地図データは、原則として年3回程度更新版が発表
されます。新しい地図更新データに収録されるまで
お待ちください。

出発地、経由地、目的地から離れた
ポイントにルートが引かれる。

地図上の出発地、経由地、目的地付近に経路
探索用のデータが入っていないため、ルート
ガイドの開始、経由、終了点が離れてしま
う。

近くの道路上に目的地を設定してください。ただし
近くの道路が細街路を含むその他一般道（灰色の道
路）の場合、少し離れた一般道路からルートが引か
れる場合があります。

設定した探索条件と異なる条件の
ルートが表示される。

場合によっては、設定した探索条件に合わな
いルートが探索されることがある。

故障ではありません。

自動再探索が行われない。 探索ルートがない。 探索対象道路を走行してください。または手動で再
度ルート探索をしてください。

故障かな？と考える前に

付
録



(117,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

症状 原因 処置方法
規制のあるルートが引かれる。 どうしても通らないと到着できない場合は、

規制のあるルートを通すことがある。
探索条件の設定を確認してください。
ルート探索条件メニュー (P.51)

ルート情報が表示されない。 ルート探索を行っていない。 目的地を設定し、ルート探索を行ってください。
ルート上を走行していない。 ルート上を走行してください。
ルートガイドがOFFになっている。 ルートガイドをONにしてください。

ルート探索結果画面 (P.46)
細街路のルートは、ルート情報を表示しな
い。

故障ではありません。

ルート探索後、有料道路出入口付近
を通っても、案内記号が表示されな
い。

自車マークがルートを走行していない（案内
記号は、ルート内容に関係があるマークのみ
を表示）。

ルート上を走行してください。

自動再探索ができない。 探索ルートがない。 探索対象道路を走行してください。または手動で再
度ルート探索をしてください。

117$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

故障かな？と考える前に

付
録



(118,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

118

Wi-Fi接続関係
症状 原因 処置方法

接続したいWi-Fi機器がWi-Fi画面に
表示されない。

接続したい機器の電源がOFFになっている。 接続したい機器の電源をONにしてください。
接続したい機器がWPA2方式のセキュリティ
に対応していない。

接続したい機器がWPA2方式のセキュリティに対応
しているか確認してください。

WI-Fiに接続できない。 接続したい機器の電源がOFFになっている。 接続したい機器の電源をONにしてください。
パスワードを間違えている。 入力したパスワードが正しいか確認してください。
接続したい機器の通信状況が悪いまたは不安
定になっている。

接続したい機器の通信状況を確認してください。

Wi-Fiスポット関係

症状 原因 処置方法
本機をWi-Fiスポットとして接続で
きない。

接続機器台数が上限に達している。 既に接続されている機器を1台削除してください。
パスワードを間違えている。 入力したパスワードが正しいか確認してください。

インターネットに接続できない。 docomo in Car Connectに登録されていな
い。

NissanConnect サービスのdocomo in Car Con-
nect★への登録が必要です。
詳しくはdocomo in Car Connect のお申し込みサ
イトhttps://docomo-icc.com/nissanconnect/を
ご覧ください。

車両がdocomo in Car Connectのサービス
エリア外にある。

docomo in Car Connectのサービスエリアに移動
してください。

接続速度が遅い。 車内に他の無線機器があると、干渉すること
がある。 他の無線機器の電源をOFFにしてください。

故障かな？と考える前に

付
録



(119,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

オーディオ関係

Bluetooth®オーディオ関係

症状 原因 処置方法
登録できない。 パスキーが間違っている。 登録するBluetooth®オーディオ機器のパスキーを

ご確認ください。
Bluetooth®オーディオ機器のパスキーと、車載機
のパスキーが一致しているかご確認ください。

本機に対応していないBluetooth®オーディオ
機器を使っている。

Bluetooth®オーディオ機器は、機種によりご利用
できない場合があります。

再生できない。 本機とオーディオ機器が接続できない。 ランチャーメニューの[ ]をタッチして、Blue-
tooth®オーディオモードが選択されているか、ご確
認ください。
オーディオ機器にBluetooth®アダプタをつけて使
用する場合は、ランチャーメニューの[ ]をタッチ
して、Bluetooth®オーディオモードを選択してか
ら、Bluetooth®アダプタの電源をONにしてくださ
い。

本機に対応していないBluetooth®オーディオ
機器を使っている。

Bluetooth®オーディオ機器は、機種によりご利用
できない場合があります。

音が停止する。 携帯電話の接続をしている。 故障ではありません。
NissanConnect サービスを使っている。 故障ではありません。
交通情報ダウンロードをしている。 故障ではありません。
Bluetooth®オーディオ機器本体を操作してい
る。

お使いのBluetooth®オーディオ機器によっては本
体操作で音がとぎれることがあります。ランチャー
メニューの[ ]をタッチして、Bluetooth®オーディ
オモードを再度選択してください。

本機に対応していないBluetooth®オーディオ
機器を使っている。

Bluetooth®オーディオ機器は、機種によりご利用
できない場合があります。

119$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

故障かな？と考える前に

付
録



(120,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

120

症状 原因 処置方法
音が飛ぶ。 Bluetooth®オーディオ機器の置き場所によっ

ては、音が飛ぶことがあります。
置き場所を変えてください。

車内に他の無線機器があると、音が飛ぶこと
があります。

他の無線機器の電源をOFFにしてください。

音質が悪い。 音楽データが低ビットレートでBluetooth®
オーディオ機器に保存されている。

Bluetooth®オーディオ機器に保存するビットレー
トをより高レートに変更してください。

操作メニューが使用できない。 接続しているBluetooth®オーディオ機器に
よっては、使用できない操作があります。

オーディオ機器の取扱説明書で使用できる操作をご
確認ください。

iPod関係

症状 原因 処置方法
iPodが認識されない。 コネクタケーブルが正しく接続されていない

か、iPodが正しく動作していない。
コネクタケーブルを接続し直してください。それで
もiPodが認識されない場合は、iPodをリセットし
てください。

使用しているiPodが、接続対応していない。 iPodの対応機種およびバージョンを確認してくださ
い。

iPodファームウェアが最新でない。 iPodを最新のファームウェアにバージョンアップし
てください。

USB延長ケーブルの接続状態が悪い。 USB延長ケーブルを使用しないでください。
USB接続の際、すばやく抜き差しをした。 ゆっくり抜き差しをしてください。

iPodをコントロールできない。 iPodにヘッドフォンなどが接続されたまま、
ナビ本体に接続した。

iPodをナビ本体から一旦取り外し、iPodからすべ
ての機器を取り外してから再度接続し直してくださ
い。

iPodが正しく動作していない。 iPodをナビ本体から一旦取り外し、iPodをリセッ
トしてから再度接続し直してください。

特定のアルバムアートが存在するアルバム／
曲を再生した。

iPodをナビ本体から一旦取り外し、iPodをリセッ
トしてください。合わせて対象のアルバムアートを
使用しない状態で再度接続し直してください。

故障かな？と考える前に

付
録



(121,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

症状 原因 処置方法
レスポンスが悪くなった。 １つのカテゴリ内の曲数が多い。

さらに、シャッフル機能をオンにしている。
１つのカテゴリ内の曲数を少なくしてください
（3 ,000曲以下）。また、曲数が多い状態では
シャッフル機能をオンにしないでください。

iPodの曲をプレイできない。 コネクタが正しく接続されていない。 カチッと音がするまでしっかり接続してください。
曲再生の音が途切れる。 iPodの取り付けが不安定で、振動により音飛

びしている。
走行中にiPodが転がらないよう、車内にしっかりと
取り付けし直してください。

音が歪む。 iPodのEQ機能（イコライザー機能）がオン
になっている。

オフにしてください。

充電完了までに時間がかかる。
—

充電を目的とする場合は、iPodの再生を停止するこ
とをおすすめします。

iPodの充電ができない。 iPodを接続するケーブルが断線している可能
性がある。

ケーブルをご確認ください。

ナビゲーションシステムに接続する
と、iPodの操作ができなくなる。 —

本機と接続中は、iPodの操作はナビゲーションシス
テム側から行ってください。

音飛びする。 周辺環境（ノイズなど）により、音が飛ぶこ
とがあります。

故障ではありません。

USB延長ケーブルの接続状態が悪い。 USB延長ケーブルを使用しないでください。

121$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

故障かな？と考える前に

付
録



(122,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]
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USB接続関係

症状 原因 処置方法
USB機器を認識しない。 USB専用ケーブルが正しく接続されていない。 USB専用ケーブルの接続状態を確認してください。

USB延長ケーブルを使用している。 USB延長ケーブルを使用しないでください。
HUBを使用している。 HUBを使用しないでください。
使っているUSB機器が、接続対応していない。 USB機器の仕様を確認してください。
USB接続の際、すばやく抜き差しをした。 ゆっくり抜き差しをしてください。

地上デジタルテレビ関係

症状 原因 処置方法
映像が映らない。 走行中である。 安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけて

ください。
電源を入れても映像がすぐに出な
い。

ソフトウェアが起動中である。 故障ではありません。本機は電源を入れても、ソフ
トウェアが起動して映像を表示するまでに時間がか
かる場合があります。

乱れた映像になるまたは特定のチャ
ンネルで映像が乱れる。

日産販売会社へお問い合わせください。

映像も音声も出ない。 地上デジタルチューナーユニットが異常高温
になった。

車内の温度を下げてから、電源を入れ直してくださ
い。

車の場所や方向が悪い。 アンテナレベルを確認してください。[ワンセグ／
フルセグ切替]の設定を確認して、「フルセグ」の
場合はそれ以外の設定に切り替えてください。
テレビの設定をする (P.76)

故障かな？と考える前に

付
録



(123,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

症状 原因 処置方法
映像や音声が出ない。
（または、ときどき出なくなる）
映像が静止する。
（または、ときどき静止する）

車の場所や方向が悪い。 ワンセグ放送視聴中に、受信状態により黒画面にな
ることがありますが、故障ではありません。[ワン
セグ／フルセグ切替]の設定を確認して、「フルセ
グ」の場合はそれ以外の設定に切り替えてくださ
い。
テレビの設定をする (P.76)

車両の搭載機器（ワイパー、電動ドアミ
ラー、パワーウインドー、エアコン、HIDラ
ンプ、電動カーテン、電動サンルーフ、ドラ
イブレコーダー、レーダー探知機など）の動
作によってノイズが発生し、アンテナレベル
が低下した。

故障ではありません。

自動車／バイク／高圧線／ネオンサインなど
の近くを車が通過し、アンテナレベルが低下
した。

故障ではありません。

地上デジタル放送が受信できない。 地上デジタル放送の受信エリアにいない。 受信障害がある環境では放送エリア内でも受信でき
ない場合があります。故障ではありません。

「自宅エリア／おでかけエリア」の設定が適
切でない。

「自宅エリア」と「おでかけエリア」設定を切り替
えてください。

チャンネルリストに数字が表示され
る。

放送局名のない受信局をリストに登録してい
る。

故障ではありません。

123$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

故障かな？と考える前に

付
録



(124,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]
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■地上デジタルテレビのメッセージ表示一覧
本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせてメッセージが表示されます。
主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ 内容
信号レベルが低下しているため、この
チャンネルは受信できません。

デジタル放送の受信レベルが低い場合に表示されます。

このチャンネルは受信できません。 デジタル放送の電波を受信できていない場合に表示されます。
このチャンネルは現在放送されていま
せん。

放送時間が終了しています。番組表などでチャンネルをお確かめください。

データ取得中です。 データ取得中の表示です。故障ではありません。

ハンズフリーフォン関係
適合機種、初期登録手順については、日産販売会社またはNissanConnect お客さまセンターにお問い合わせいただくか、NissanCon-
nect サービスホームページ（www.nissanconnect.jp）の「適合携帯電話一覧」でご確認いただけます。

症状 原因 処置方法
携帯電話の接続を認識しない。
発信または着信できない。

適合していない携帯電話を使用している。 適合携帯電話機種をご確認ください。
携帯電話にダイヤルロックなどの操作制限が
設定されている。

携帯電話のダイヤルロックなどの操作制限を解除し
てからBluetooth®接続してください。

特定の電話番号に発信できない。 同じ番号への発信の際、特定の事象（相手が
電話に出ない場合、相手が圏外の場合、相手
が出る前に切断した場合）が一定の回数繰り
返され、その番号への発信ができなくなる場
合がある。

携帯電話の電源を一旦OFFにし、再度ONにして接
続し直してください。

故障かな？と考える前に

付
録



(125,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

症状 原因 処置方法
Bluetooth®の機器登録ができな
い。

携帯電話がBluetooth®に対応していない。 ● Bluetooth®に対応した携帯電話機種をご利用く
ださい。

● 適合携帯電話機種をご確認ください。
Bluetooth®の機器登録手順に誤りがある。 ● 携帯電話の操作手順書（マニュアル）をご確認

ください。
● Bluetooth®携帯電話の初期登録方法をご確認く
ださい。

Bluetooth®の機器登録をしたのに
もかかわらず、接続されない、もし
くは、切断される。

ナビのBluetooth®がOFFになっている。 ナビのBluetooth®をONに切り替えてください。
携帯電話のBluetooth®がOFFになっている。 携帯電話のBluetooth®をONに切り替えてくださ

い。
携帯電話のバッテリー残量が十分ではない。 携帯電話のバッテリー残量が十分な状態でご利用く

ださい。
携帯電話の置き場所によって、Bluetooth®の
電波状況が悪くなることがある。

携帯電話を金属で覆われた場所やナビ本体から離れ
た場所に置かないでください。またシートや身体の
間に密着させないでください。

Bluetooth®の機器登録手順を完了していな
い。

● 携帯電話の操作手順書（マニュアル）をご確認
ください。

● 各Bluetooth®携帯電話の初期登録方法をご確認
ください。

相手に声が伝わらない。
通話相手側で音が割れたり、途切れ
たりする。

携帯電話とBluetooth®接続されていない。 携帯電話をBluetooth®接続してください。
車外の音が大きい（大雨、工事、現地、トン
ネル内、対向車が多い、など）。

窓やサンルーフを閉じてください。

エアコンの風音が大きい。 風量を下げてください。
走行中の騒音が大きい。 速度を落として、騒音の少ないところで操作してく

ださい。
受話／送話音量が大きすぎる。 受話／送話音量を調節してください。

Bluetooth®接続でのハンズフリー
通話時、音が切れたり、ノイズが入
る。

携帯電話の置き場所によっては、Bluetooth®
の電波状況が悪くなることがある。

携帯電話を金属で覆われた場所やナビ本体から離れ
た場所に置かないでください。またシートや身体の
間に密着させないでください。

車内に他の無線機がある。 他の無線機の電源をOFFにしてください。
125$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

故障かな？と考える前に

付
録
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[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]
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症状 原因 処置方法
携帯電話操作で発信するとハンズフ
リー機能が使えない。

機種によっては、携帯電話から発信操作する
とハンズフリーに切り替えられない場合があ
る。

ナビ（車載）のハンズフリー機能から、発信し直し
てください。

呼び出し音、着信音などと音声の音
量が違う。

呼び出し音、着信音などの音量が調整されて
いない。

着信音は着信時に調整してください。受話音は、通
話中にコントロールパネルの＜ /VOL＞ダイヤ
ルまたは ステアリングスイッチの＜- +＞ボタ
ンで調整してください。送話音は設定画面の送話音
量メニューで調整してください。

電話画面と携帯電話機の電界受信
バーの本数が違う。
電話画面に受信バーが表示されてい
る状態で発信しても電話がつながら
ない。

電界受信バーの本数の基準が携帯電話機と異
なる。

電話画面の電池残量と電界強度表示（バー表示）は
一致しないことがあります。目安としてご利用くだ
さい。

故障かな？と考える前に

付
録



(127,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

Apple CarPlay関係
症状 処置方法

Apple CarPlayが起動しない。 USBケーブルをUSB電源ソケットにしっかりと差し直す。
USB電源ソケット (P.9)

iPhoneに付属のUSBケーブル（またはMfi認証ケーブル）を使用し、破損して
いないことを確認する。
iPhone側のApple CarPlayの設定をONにする。
Apple CarPlayに対応したiPhoneを使用する。
登録したiPhoneを削除し、再度接続する。
起動オプションを設定する (P.86)

iPhone側のBluetooth®設定から本機の登録を解除して再度接続する。
Apple CarPlayの作動不良：
動きが遅い、アプリの立ち上がりが遅い、Apple Car-
Play機能にアクセス時にエラーメッセージが表示され
る、地図を表示しようとしたら真っ白、など。

USBケーブルをUSB電源ソケットにしっかりと差し直す。
USB電源ソケット (P.9)

iPhoneに付属のUSBケーブル（またはMfi認証ケーブル）を使用し、破損して
いないことを確認する。
iPhoneの契約データプランを確認する。
iPhone側の性能、通信状況を確認。接続し直してみる。
iPhone側の性能、通信状況を確認。iPhoneの電源をOFFにし、再度ONにして
みる。

ステアリングスイッチの ＜ ＞ボタンを押しても
Siriが起動しない。

USBケーブルをUSB電源ソケットにしっかりと差し直す。
USB電源ソケット (P.9)

iPhone側のSiriの設定がONであることを確認する。
ステアリングスイッチの ＜ ＞ボタン を確実に長押しする。

127$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

故障かな？と考える前に
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[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]
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Android Auto™関係
症状 処置方法

Android Auto™が起動しない。 USBケーブルをUSB電源ソケットにしっかりと差し直す。
USB電源ソケット (P.9)

Androidスマートフォンに付属のUSBケーブルを使用し、破損していないことを確認
する。
Androidスマートフォン側のAndroid Auto™の設定をONにする。
Android Auto™に対応したAndroidスマートフォンを使用する。
登録したAndroidスマートフォンを削除し、再度接続する。
起動オプションを設定する (P.88)

Android Auto™の作動不良：
動きが遅い、アプリの立ち上がりが遅い、An-
droid Auto™機能にアクセス時にエラーメッ
セージが表示される、地図を表示しようとした
ら真っ白、など。

USBケーブルをUSB電源ソケットにしっかりと差し直す。
USB電源ソケット (P.9)

Androidスマートフォンに付属のUSBケーブルを使用し、破損していないことを確認
する。
Androidスマートフォンの契約データプランを確認する。
Androidスマートフォン側の性能、通信状況を確認。接続し直してみる。
Androidスマートフォン側の性能、通信状況を確認。Androidスマートフォンの電源
をOFFにし、再度ONにしてみる。

ステアリングスイッチの＜ ＞ボタンを押
してもGoogle アシスタント™が起動しない。

USBケーブルをUSB電源ソケットにしっかりと差し直す。
USB電源ソケット (P.9)

Androidスマートフォン側のGoogle アシスタント™の設定がONであることを確認す
る。
ステアリングスイッチの ＜ ＞ボタンを確実に長押しする。

故障かな？と考える前に

付
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(129,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

NissanConnect サービス関係
症状 原因 処置方法

情報センターに接続できない。 NissanConnect サービスのお申し込みをし
ていない。

NissanConnect サービスへのお申し込みを行って
ください。詳しくは、日産販売会社または、Nis-
sanConnect お客さまセンターにお問い合わせくだ
さい。

通信回線が混雑している。 しばらく時間をおいてから再度通信してください。
電波が届きにくい場所にいる。 電波が届きやすい場所に移動すると、通信できるよ

うになります。画面に表示されているアイコンが圏
内表示になるとお使いいただけます。

NissanConnect 専用車載通信ユニット
（Telematics Control Unit）の電源が入っ
ていない。

電波が届きやすい場所でもアイコンが圏内表示にな
らない場合は、日産販売会社にご相談ください。

サービスご利用時、通常の音声電話
に比べて、サービスエリアが狭く
なったり、つながりにくいことがあ
る。

情報センターとの通信にデータ通信モードを
使用している。

故障ではありません。しばらく時間をおいてから再
度通信してください。

メニュー画面にある項目が一部選べ
ない。

走行中である。 車を安全な場所に停車して、パーキングブレーキを
かけてから操作してください。

一部の画面が表示されない。 走行中である。 車を安全な場所に停車して、パーキングブレーキを
かけてから操作してください。

オペレータをご利用時、音声が途切
れる。またはデータが到達するのが
遅くなる。

通信回線の状況、基地局の設置状況によって
起こる場合がある。

故障ではありません。しばらく時間をおいてから再
度通信してください。

情報が音声で読み上げられない。 音量調整が最小になっている。 音量を調整してください。

129$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

故障かな？と考える前に
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NissanConnect サービスメッセージ表示一覧
本機では、状況に合わせてメッセージが表示されます。

メッセージ 原因 対処方法
サービスを受けるためには登録が必
要です。

NissanConnect サービスのお申し込みをし
ていない。

NissanConnect サービスへのお申し込みを行って
ください。詳しくは、日産販売会社または、Nis-
sanConnect お客さまセンターにお問い合わせくだ
さい。

圏外です 電波が届きにくい場所にいる。 電波が届きやすい場所に移動すると、通信できるよ
うになります。画面に表示されているアイコンが圏
内表示になるとお使いいただけます。

接続できませんでした。しばらく
待ってから再度接続してください。

通信回線使用中である。（自動通信が発生し
ています。）

しばらく時間をおいてから再度通信してください。

ただいま混み合っています 通信回線が混雑している。 しばらく時間をおいてから再度通信してください。
ただいま接続できません。 通信回線が混雑している。 しばらく時間をおいてから再度通信してください。

通信回線が切断された。
通信回線に接続できない。 しばらく時間をおいてから再度通信してください。

しばらく時間を置いても同じメッセージが繰り返し
表示される場合は、日産販売会社へお問い合わせく
ださい。

ただいま接続できません(ID:02)。 NissanConnect 専用車載通信ユニット
（Telematics Control Unit）が接続されて
いないか、認識できていない、または故障し
ている。

日産販売会社にお問い合わせください。

故障かな？と考える前に

付
録



(131,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

スマートフォンアプリ

症状 原因 対処方法
スマートフォンアプリが使えない ユーザーIDとパスワードがナビに登録されて

いない。
ナビ本体にユーザーIDとパスワードを登録してくだ
さい。

ユーザー IDまたはパスワードを間違えてい
る。

専用webサイトでユーザーIDまたはパスワードを変
更した場合は、ナビ画面でユーザーIDとパスワード
を再登録してください。

NissanConnect サービスを設定する (P.98)
NissanConnect お客さまセンターにお問い合わせ
ください。

ユーザーIDとパスワードを登録してから90日
以上経過している。

ナビ本体にユーザーIDとパスワードを再登録してく
ださい。

2週間以上車を使用していない。 パワースイッチをONにしてください。
電波が届きにくい場所に駐車している。 車を電波が届きやすい場所に移動すると、通信でき

るようになります。

131$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

故障かな？と考える前に
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ETC関係
症状 処置方法

ディスプレイに「ETCに異常が発生しています
ETCサービスが利用できません 販売店に連絡して
ください。」と表示された。

ETCカードが挿入されている場合は、カードを抜き取ってください。
[OK]を選んで通常のナビゲーション画面に移行させます。その後は、すみやかに日
産販売会社で点検を受けてください。

ディスプレイに「ETCカードが読み取れません
ETCサービスが利用できませんのでカードを抜い
て、確認してください」と表示された。

カードを抜き取り、ETCカードであるか、カードを挿入する向き、表裏は正しい
か、を確認してください。

ディスプレイに「料金 0円」と表示された。
（年月日、時刻表示はなし）

ETCカードの端子（金色部分）の傷、汚れなどにより、料金所通過時に課金はされ
たものの、履歴情報が記録されない場合があり、左記画面表示が出ます。このよう
な場合は、ETCカードの端子部を確認してください。

ディスプレイに「No.2」と表示された。
（上記表示は一例であり、数字部分は02～07の間
で出る可能性あり）

料金所通過時に、ETCユニット内部で何らかの異常が偶発的に発生した場合に、異
常内容に該当する数字が左のように表示されます（一定時間で表示は消えます）。
このような表示が頻繁に出る場合は、日産販売会社にお問い合わせください。

利用履歴の確認ができない。 ETCカード挿入後、認識に2秒程度、時間がかかります。ナビ画面にETCアイコンが
表示され、「ETCカードを確認しました。」と案内があった後に、再度利用履歴の
確認を行ってください。

故障かな？と考える前に
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音声操作関係

ボイスアシスタント

症状 原因 処置方法
発話しても動作しない。誤認識して
しまう。または「もう一度お話しく
ださい」というエラーメッセージが
出る。

同乗者の発話が認識されている。 同乗者の発話は控えてください。
発話の音量が小さい。 もう少し大きな声でお話しください。
発話開始までの時間が長い。
ステアリングスイッチの ＜ ＞ボタンを
押して、ガイダンスが流れてから5秒以上
たっている。

"ピッ"と鳴ってから5秒以内にコマンドを発話して
ください。

該当するコマンドがない。 画面上に白色で表示されているコマンド、または数
字を発話してください。また、正しい読みかたでお
話しください。
「えーっと」「あの」など、コマンド以外の言葉を
発話する、とぎれとぎれになったり、言いよどみが
あったりすると正しく認識されないことがありま
す。

車外の音が大きい (大雨、工事、現地、トン
ネル内、対向車が多い、など)。

窓やサンルーフを閉じて周囲の雑音を遮断してくだ
さい。

エアコンの風音が大きい。 風量を下げてください。
走行中の騒音が大きい。 速度を落として、騒音などの少ないところで操作し

てください。
話す速さが遅すぎる。 自然なスピードで滑らかに話してください。

登録地、短縮ダイヤル、携帯メモリ
が正しく認識できない。

携帯電話に登録されているヨミガナが異なっ
ている。

正しいヨミガナを登録してください。

ヨミガナが短すぎる、または似ているヨミガ
ナが複数登録されている。

名称を長くしてください。また、似ているヨミガナ
は違うものにかえてください。

住所や施設名が認識できない。 正式な名称を発話していない。 正式な名称で発話してください。
対象ジャンルに含まれていない。 対象ジャンルに含まれていない施設は検索できませ

ん。

133$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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症状 原因 処置方法
数字入力がうまくできない。 一度に入力する数字の桁数が多い。 桁数を区切って入力した方が認識しやすくなりま

す。電話番号を入力するときは市外局番、市内局番
などに区切って入力してください。

ステアリングスイッチの＜ ＞
ボタンを押しても、“ピピッ”と
鳴ってボイスアシスタントを使うこ
とができない。

パワースイッチをONにした直後にステアリ
ングスイッチの＜ ＞ボタンを押した。

しばらくしてからもう一度ステアリングスイッチの
＜ ＞ボタンを押してください。

接続したUSB/iPodが音声操作でき
ない。

機種によってはiPodやiPhoneをUSBだと認
識してしまう。

故障ではありません。

1つ以上のオーディオ機器をUSB電源ソケッ
トに接続している。

音声認識できるオーディオ機器は1つです。USB電
源ソケットにオーディオ機器を複数つないでいる場
合には、再生したい方のUSB/iPodを一度抜いてか
ら再度接続してください。

USB/iPodが操作できず、エラー
メッセージが出る。

オーディオ機器を接続していない。 オーディオ機器を接続してください。

USB/iPodのコマンドを使うとエ
ラーメッセージが表示される。

システムが楽曲情報を登録中である。 新しくオーディオ機器を登録したり、登録したオー
ディオ機器に変更があった場合には、楽曲情報をシ
ステムに登録します。楽曲情報の登録には数分～1
時間弱かかる場合があります。
登録が終了するまでお待ちください。

接続したオーディオ機器に収録されている楽
曲数が多すぎる。

オーディオ機器内の楽曲を減らしてください。

オーディオ機器に楽曲情報のある曲が収録さ
れていない。

接続するオーディオ機器に曲を収録してください。
曲を収録するときにはアーティスト名や、アルバム
名、曲名、プレイリストなどの楽曲情報を入力して
おくと、ボイスアシスタントの楽曲検索が可能にな
ります。

故障かな？と考える前に
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Amazon Alexa

症状 原因 処置方法
発話しても動作しない。誤認識して
しまう。

同乗者の発話が認識されている。 同乗者の発話は控えてください。
発話の音量が小さい。 もう少し大きな声でお話しください。
車外の音が大きい (大雨、工事、トンネル
内、対向車が多い、など)。

窓やサンルーフを閉じて周囲の雑音を遮断してくだ
さい。

エアコンの風音が大きい。 風量を下げてください。
走行中の騒音が大きい。 速度を落として、騒音などの少ないところで発話し

てください。
話す速さが遅すぎる。 自然なスピードで滑らかに話してください。
同じ名称の別の物を認識している。 質問を言い換えるか、より具体的な質問にしてくだ

さい。
情報が音声で読み上げられない。 音量調整が最小になっている。 音量を調整してください。

音量を調整する (P.21)
ス テ ア リ ン グ ス イ ッ チ の
＜ ＞ボタンを押しても反応し
ない。

ステアリングスイッチの ＜ ＞ボタンを
押したときに、 Alexaを起動する設定になっ
ていない。

Alexaを起動する設定にしてください。
設定のしかた (P.105)
Alexaメニュー (P.108)

135$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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ナビゲーション

地図データについて

1 本商品に収録されている地図データ
（以下「地図データ」といいます。）
の作成にあたっては、国土地理院長の
承認を得て、同院発行の2万5千分の1地
形図を使用した（一財）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（測量法第44条にも
とづく成果使用承認03-0040）を基に
（株）ゼンリンにて作成しておりま
す。

2 この地図データの作成にあたっては、
（株）ゼンリンが国土地理院長の承認
を得て、同院発行の50万分の1地方図及
び2万5千分の1地形図を使用しておりま
す。（測量法に基づく国土地理院長承
認（使用）R 2JHs 293－B149号）
･市街地図データは、住宅地図データ
ベースを基に（株）ゼンリンが作成し
たものです。なお、市街地図データ
は、地域によって作成時期が異なる場
合や、データの整備状況により一部の
地域が収録されていない場合がありま
す。
･本商品で表示している経緯度座標数値
は、日本測地系にもとづくものとなっ
ています。なお、基図の作成時期など
により、新設道路の地図データが収納
されていないもの、名称や道路などが
一部異なる場合があります。

3 この地図データの作成にあたっては、
国土地理院長の承認を得て、同院の技
術資料H･1-No.3「日本測地系における
離島位置の補正量」を使用していま
す。（承認番号 国地企調発第78号 平成
16年4月23日）

4 3次元地図の作成に当たっては、国土地
理院長の承認を得て、同院発行の数値
地図50mメッシュ（標高）を使用して
おります。（測量法に基づく国土地理
院長承認（使用）R 2JHs 294－B12号）

5 交通事故多発地点データは、（公財）
日本交通管理技術協会及び／又は（公
財）交通事故総合分析センターが提供
する1998年11月時点の交通事故多発地
点の地図データを基に（株）ゼンリン
にて作成しております。

6 道路データは、高速道路、有料道路は
おおむね2020年12月、国道、県道、主
要地方道はおおむね2020年10月までに
収集された情報にもとづき製作されて
おりますが、表示される地図が現場の
状況と異なる場合があります。

7 現在、2011年3月11日に発生した東日本
大震災の影響により、以下の地区につ
いては、立入制限等の規制区域内の地
図データの更新を停止しております。
南相馬市(一部)／浪江町／双葉町／大熊
町／富岡町／楢葉町／飯舘村／葛尾村

■渋滞統計データについて
渋滞統計データは現況の渋滞情報を考慮し
たものではありません。過去の統計情報を
基に渋滞を予測･回避したルートをご案内し
ています。
（渋滞統計データ提供元：NTTデータ、情
報提供元：JARTIC／VICSセンター）

■交通規制データについて
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、MAPMASTERが加工して作成したも
のを使用しています。

■ VICSリンクについて
「VICS」リンクデータベースの著作権は、
（一財）日本デジタル道路地図協会、（公
財）日本交通管理技術協会に帰属していま
す。なお、（一財）道路交通情報通信シス
テムセンター（VICS）による道路交通情報
（渋滞や混雑の矢印など）の地図上への表
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。

知っておいていただきたいこと
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■タウンページデータについて
電話番号情報は、NTTのタウンページ電話
帳 (2020年11月発行) の情報を収録していま
す。なお、タウンページ電話帳に記載され
ている店舗情報の中でも、一部店舗の場所
が特定できない情報については収録してい
ません。また、お客様が電話番号や店舗名
称等を用いて対象となる店舗の位置を検索
した場合、該当する店舗の周辺を到着地点
として表示する場合があります。あらかじ
めご了承ください。

■ SAPAガイドマップについて
施設情報は取材時 (2020年) のデータです。
情報が変更になっている場合がありますの
で予めご確認の上おでかけください。

■登録商標について
“ゼンリン”および“ZENRIN”は（株）ゼ
ンリンの登録商標です。

DNI0001

“VICS”は（一財）道路交通情報通信シス
テムセンターの登録商標です。
“タウンページ”は、日本電信電話（株）
の商標です。

■注意事項
本商品に使用しているデータは、無断複製･
複写･加工･改変を禁じます。
©2017 一般財団法人日本デジタル道路地図
協会

©2018 ZENRIN CO., LTD.
©2018 NIPPON TELEGRAPH AND TELE-
PHONE EAST CORPORATION
©2018 NIPPON TELEGRAPH AND TELE-
PHONE WEST CORPORATION
©2017 JTB Publishing Inc. All Right Re-
served

137$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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■安全上のご注意 （交通事故防止等安全確保のために必ずお守りください。）
本取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財物損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記
載しています。次の内容（表示･図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
* 表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の「表示」で区分し、説明しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある内容」を示しています。

* お守りいただく内容の種類を、次の「図記号」で区分し、説明しています。

「してはいけない内容」を示しています。 「しなければならない内容」を示しています。

警告

運転者は、走行中に操作をしたり、画面を注視したりしないでください。
運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
操作は、安全な場所に車を停止させてからおこなってください。
安全な場所以外では追突、衝突されるおそれがあります。
常に実際の道路状況や交通規制標識･標示などを優先して運転してください。
本商品に収録されている地図データ、交通規制データ、経路探索結果、音声案内などが実際と異なる場合があり、交
通規制に反する場合や、通行できない経路を探索する可能性があるため、交通事故を招くおそれがあります。
一方通行表示については、常に実際の交通規制標識･標示を優先して運転してください。
本商品の一方通行表示はすべての一方通行道路について表示されているわけではありません。また、本商品に一方通
行表示のある区間でも実際にはその一部が両面通行の場合があります。
本商品を救急施設などへの誘導用に使用しないでください。
本商品にはすべての病院、消防署、警察署などの情報が含まれているわけではありません。また、情報が実際と異な
る場合があります。そのため、予定した時間内にこれらの施設に到着できない可能性があります。

知っておいていただきたいこと
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■重要
本使用規定（「本規定」）は、お客様と株
式会社ゼンリン（「弊社」）間の「ナビ
ゲーションシステム」（「本商品」）に格
納されている地図データおよび検索情報等
のデータ（「本ソフト」）の使用許諾条件
を定めたものです。本ソフトのご使用前
に、必ずお読みください。本ソフトをご使
用された場合は、本規定にご同意いただい
たものとします。
* 使用規定
1 弊社は、お客様に対し、本取扱説明書
（「取説」）の定めに従い、本ソフト
をお客様自身が管理使用する本商品1台
に限り使用する権利を許諾します。

2 弊社は、本ソフトの媒体や取説にキズ･
汚れまたは破損があったときは、お客
様から本ソフト購入後90日以内にご通
知いただいた場合に限り、弊社が定め
る時期、方法によりこれらがないもの
と交換するものとします。但し、本ソ
フトがメーカー等の第三者（「メー
カー」）の製品･媒体に格納されている
場合は、メーカーが別途定める保証条
件によるものとします。

3 お客様は、本ソフトのご使用前には必
ず取説を読み、その記載内容に従って
使用するものとし、特に以下の事項を
遵守するものとします。
(1) 必ず安全な場所に車を停止させてか
ら本ソフトを使用すること。
(2) 車の運転は必ず実際の道路状況や交
通規制に注意し、かつそれらを優先し
ておこなうこと。

4 お客様は、以下の事項を承諾するもの
とします。
(1) 本ソフトの著作権は、弊社または弊
社に著作権にもとづく権利を許諾した
第三者に帰属すること。
(2) 本ソフトおよび本ソフトを使用する
ことによってなされる案内･料金表示な
どは、必ずしもお客様の使用目的また
は要求を満たすものではなく、また、
本ソフトの内容･正確性について、弊社
は何ら保証しないこと。従って、本ソ
フトを使用することで生じたお客様の
直接または間接の損失および損害につ
いて、弊社は故意または重過失の場合
を除き何ら保証しないこと。（本ソフ
トにおける情報の収録は、弊社の基準
に準拠しております。また、道路等の
現況は日々変化することから本ソフト
の収録情報が実際と異なる場合があり
ます。）
(3) 本規定に違反したことにより弊社に
損害を与えた場合、その損害を賠償す
ること。

5 お客様は、以下の行為をしてはならな
いものとします。
(1) 本規定で明示的に許諾される場合を
除き、本ソフトの全部または一部を複
製、抽出、転記、改変、送信するこ
と。
(2) 第三者に対し、有償無償を問わず、
また、譲渡･レンタル･リースその他方
法の如何を問わず、本ソフト（形態の
如何を問わず、その全部または一部の
複製物、出力物、抽出物その他利用物
を含む。）の全部または一部を使用さ

せること。
(3) 本ソフトをリバースエンジニアリン
グ、逆コンパイル、逆アセンブルする
こと、その他のこれらに準ずる行為を
すること。
(4) その他本ソフトについて、本規定で
明示的に許諾された以外の使用または
利用をすること。

VICSについて

■情報の提供時間
FM多重放送：24時間（ただし定例放送休止
日のAM1:00～5:00を除く）
● FM多重一般放送での道路交通情報は15
分～30分間隔で更新されるのに対し、
VICSで提供される高速道路の交通情報
は、おおむね１分または5分間隔、一般
道路の交通情報は5分間隔で更新されま
す。また、FM多重一般放送が文字のみ
の情報提供なのに対し、VICSでは、図形
情報や地図への重ね描き表示などでも情
報提供されます。

● 地図（レベル3）情報の表示は、送られ
てきた情報を車載機で処理（演算）した
上で地図上に重ねて表示しています。こ
のためVICS情報の表示に関しては、受信
情報に整理、処理を行うために、多少遅
れて表示されることがあります。

139$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備
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■情報の受信について
● FM多重のオートチューニングは受信状
態の良い放送局を受信します。このため
必ずしも現在位置付近の情報が表示され
るとは限りません。

● FM多重は、FMの音声がステレオ受信可
能であっても、情報が受信できないこと
があります。

● FM多重の一般放送を受信させた場合に
は、その後VICS情報（FM多重）の表示
に時間がかかる場合があります。

■ VICS情報に関するお問い合わせについ
て

VICSの最新情報やFM多重放送局の周波数、
FM多重放送の定例放送休止日などの詳細情
報、サービス契約約款は、下記のホーム
ページでご覧いただけます。
URL:http://www.vics.or.jp/
お問い合わせ先の判断に迷うような場合に
は、まず日産販売店、または弊社お客さま
相談室へお問い合わせください。

■ VICSから提供される情報
文字表示（レベル1） ： 渋滞情報などを文
字で表示します。
図形表示（レベル2） ： 渋滞情報などを簡
易な図形で表示します。
地図表示（レベル3） ： 地図上に、渋滞情
報などのVICS情報を表示します。

VICS情報有料放送サービス契約約款

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
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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 (1) 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 1 7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、
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。
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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 (1) 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 (1) 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。

(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。

現在地表示について
本機のナビゲーションシステムは、車から
の情報（車速･ジャイロセンサー）と、人工
衛星からの情報（GPS）を組み合わせて現
在の自車がいる位置を計算します。そして
現在地（自車位置）の情報を地図上に表示
することで、目的地までのルート案内を可
能にしています。
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知識
● GPS衛星は、米国の追跡管理セン
ターによって信号をコントロールさ
れているため、意図的に精度が落ち
たり、電波が止まってしまうことが
あります。

● GPS衛星からの電波を受信しても測
位に時間がかかる場合があります。

■現在地の補正
GPS受信精度が高いとき、車速･ジャイロセ
ンサーなどから求めた位置の精度が低いと
システムが判断すると、GPSでの現在地補
正が行われます。
現在地や進行方向は走行条件などによって
ずれることがあります。
故障ではありませんので、しばらく走行を
続けると正常な表示になります。
しばらく走行を続けても表示が戻らない場
合は、自車位置を修正してください。
地図表示の設定 (P.38)

以下のような場所では、電波がさえぎられ
て受信できなくなることがあります。
● トンネルの中やビルの駐車場
● 2層構造の高速道路の下
● 高層ビルの群集地帯
● 密集した樹木の間など
現在地や進行方向は、以下のような走行条
件などによってずれることがあります。
● 近くに似た形状の道路がある所の走行
● 碁盤目上の道路の走行
● 緩やかなY字路の走行

● 直線や緩やかなカーブの長距離走行
● S字の連続する道路の走行
● ループ橋などの走行
● 雪道、砂利道などの走行
● 旋回、切り返しを繰り返したとき
● パワースイッチをOFFにしてターンテー
ブルなどで旋回したとき

● 地図画面に表示されない道路や新設され
た道路、改修などにより形状が変わった
道路などの走行

知識
● 車両が停車しているときは、GPSに
よる位置修正は行われません。

● パワースイッチをONにしてすぐ車を
動かしたときも自車マークの向きが
ずれることがあります。

● サイズ違いのタイヤやタイヤチェー
ンの装着などでも、現在地がずれる
ことがあります。

● GPSの室内取り付けアンテナはダッ
シュボード内に設置されているた
め、ダッシュボード上部に物を置い
たり、携帯電話やハンディ無線機な
どを置かないでください。衛星の電
波の強度はテレビ放送電波の10億分
の1程度ですので、感度が低下した
り、受信できなくなることがありま
す。

ルート探索について
● 表示されるルートは参考ルートです。必
ずしも最短であるとは限りません。

● 道路は日々変化しており、地図データ作
成時期の関係から、形状、交通規制など
に誤りがある場合があります。必ず実際
の交通規制に従って走行してください。

● ルート探索中は、車両走行に伴う地図の
移動は行われません。

● ルート探索終了後、ルートが表示される
までに時間がかかることがあります。

● 目的地および経由地に到着してもルート
が消えないことがあります。新しいルー
トを探索するか、パワースイッチをOFF
にしたときにルートは消えます。

● 再探索をしたとき、通過したと判断した
経由地に戻るルートは探索しません。

● ルート表示時に地図を移動させると、
ルートが再度表示されるまで時間がかか
ることがあります。

● 経由地が設定されている場合は、各経由
地間のルートをそれぞれ別々に探索して
いますので、以下のようになることがあ
ります。
– どれか1つでもルートが探索できな
かったときは、全ルートが表示され
ません。

– 経由地付近でルートがつながらない
ことがあります。

– 経由地付近でUターンするルートが表
示されることがあります。

● ルート探索では、細街路を含むその他一

143$／$：車両型式、オプションなどで異なる装備

知っておいていただきたいこと

付
録



(144,1)

[ Edit: 2023/ 2/ 13 Model: N46W ]

144

般道を含めたルートの探索を行います。
（一部地域では探索できないことがあり
ます。）
– 現在地、経由地、目的地付近のみ細
街路を含むその他一般道も使用して
ルート探索を行います。

– 市街地図の収録エリアでは、交通規
制情報を加味した探索が行われま
す。

– 現在地および目的地 （経由地） 付近
における細街路を含むその他一般道
を使用したルートについては、音声
での案内は行いません （ただし、目
的地付近の細街路では目的地のある
方向を音声でご案内します）。地図
上のルート表示を確認のうえ、実際
の交通規制に従って走行してくださ
い。

– 細街路を含むその他一般道から、そ
れ以外の道路に出るルートおよび細
街路を含むその他一般道に入るルー
トでは交通規制を考慮していないの
で、現地では十分確認のうえ、実際
の交通規制に従って走行してくださ
い。

– 道路が近接している所では、正確に
位置を設定してください。特に、上
り、下りで道路が別々に表示されて
いるような場所では、進行方向に注
意して道路上に目的地や経由地を設
定してください。

● 以下のようなとき、ルートが探索できな
いことがあります。

– 現在位置と目的地が近いとき。この
場合はメッセージが表示されます。

– 現在位置と目的地が遠すぎるとき。
この場合は目的地をもう少し近づけ
てから再度ルート探索してくださ
い。

– 交通規制で目的地や経由地まで到達
できないとき。

– 極度に迂回したルートしかないと
き。

● 以下のようなルートが表示されることが
あります。
– ルート探索しても、現在位置の前、
または後からルートが表示されるこ
とがあります。

– 目的地を設定しても、目的地の前、
または後にルートが表示されること
があります。

– ルート探索しても、他の道路からの
ルートが表示されることがありま
す。この場合は現在位置マーク（自
車マーク）がずれている可能性があ
りますので、車を安全な場所に停車
させ、現在地マークを正しい道路上
に修正するか、しばらく走行して現
在位置マーク （自車マーク） が正し
い道路上に戻ってから、再度ルート
探索を行ってください。

– 目的地や経由地を設定するときに、
その付近に複数の道路が交差 （隣
接） していると、遠回りなルートが
表示されることがあります。このよ
うな場合は、目的地や経由地の設定
で地図が表示されたときに、タッチ

パネルで目的地や経由地付近の道路
に修正してください。修正する場合
は、進行方向などに注意して設定し
てください。インターチェンジや
サービスエリアなどのように上りと
下りの道路が別々になっている場所
では、特にご注意ください。

– [冬季通行止め]、[時間規制道路]の設
定が「回避」設定のときは時間･曜日
規制を終日規制として扱っているた
め、実際は通行可能であっても遠回
りのルートが表示される場合があり
ます。

– [一般優先]でルート探索しても、有料
道路上にルートが設定される場合が
あります。ルートを修正したいとき
は、一般道路上に経由地を設定して
再度ルート探索を行ってください。

– 陸路のみで目的地に到着できるとき
や探索条件の設定で[フェリー航路を
使う]をOFFにしてルート探索させて
も、フェリー航路上にルートが設定
される場合があります。ルートを修
正したいときは、陸路に経由地を設
定して再度ルート探索を行ってくだ
さい。

– フェリー航路は、旅客のみ、2輪のみ
の航路を除いた主なものがルート設
定可能ですが、目安としてお考えい
ただき、所要時間、運行状況などを
ご確認の上、利用してください。

– 探索用のフェリールートは国道レベ
ルのもの （国道の延長） です。一般
的に、長距離航路は、探索データに
登録されていません。
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● 現在位置や進行方向は走行条件などに
よってずれることがあります。故障では
ありませんので、しばらく走行を続ける
と正常な表示に戻ります。

■ルートガイドの注意点
● 本システムのルートガイドは、あくまで
も補助的な機能ですので実際に運転する
際には地図上のルート表示を確認の上、
実際の交通規制に従って走行してくださ
い。

● ルートガイドは、ある一定の条件を満た
す交差点でしか行わないため、ルート上
では方向が変わっていてもルートガイド
を行わない場合があります。

● 音声の内容は、曲がる方向や他の道路と
の接続形態などにより異なった内容にな
ることがあります。

● 音声ガイドのタイミングは、場合によっ
て遅れたり早くなったりすることがあり
ます。

● ルートを外れた場合は音声ガイドは行い
ません。また、外れたことを案内しませ
ん。

● [ガイド･メッセージ音声]のON表示が消
灯している場合は、音声ガイドは行われ
ません。
また、[ガイド･メッセージ音声]のON表
示が点灯している場合でも、ガイド音量
設定がOFFになっていると、音声ガイド
は行われません。

● 音声ガイドは、設定されたルート上を走

行し始めてから行われますので、ガイド
が開始されるまでは地図上のルート表示
を参考に走行してください。

● 経由地に近づくと音声ガイドが行われ、
次のルート区間の案内に移ります。
このときもガイド開始時と同様に、次の
音声ガイドが行われるまでは地図上の
ルート表示を参考に走行してください。

● 目的地に近づくと音声ガイドが行われ、
音声ガイド（ルートガイド）は終了しま
す。そこから先は、地図を参考に目的地
へ向かって走行してください。

● 音声操作時は、音声ガイドは行われませ
ん。

知識
● 時間指定の一方通行規制は、探索条
件の[時間規制道路]の設定をしても、
ルートの探索に加味いたしません。

● 地図データの更新により、収録エリ
アは変わります。
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オーディオ

USBについて

■再生可能メディア

メディア USB2.0
システム FAT16、 FAT32
フォルダ階層、ファイル数 フォルダ階層: 8、フォルダごとのファイル数: 255、フォルダ数: 512（ルートフォルダを含

む）、 総ファイル: 8,000
タグ情報（曲名、アーティスト名、アルバ
ム名）

ID3 tag VER1.0、 VER1.1、 VER2.2、 VER2.3、 VER2.4 （MP3 のみ）
WMA tag （WMA のみ）
AAC tag （AAC のみ）

■オーディオファイル

フォーマット サンプリング周波数 ビットレート
MP3 *1 MPEG1 Layer-3 32、 44.1、 48 kHz 32～320 kbps

MPEG2 16、 22.05、 24 kHz 8～160 kbps
WMA *2 8、 11.025、 16、 22.05、 32、 44.1、

48 kHz
12～192 kbps

AAC (MPEG4) *3 （ファイル拡張子 “m4a” のみ） 11.025、 16、 22.05、 32、 44.1、 48
kHz

8～320 kbps

FLAC 8～192 kHz 128～12,288 kbps
Wav 8～192 kHz 128～12,288 kbps
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*1 MPEG2.5 には対応していません。
*2 WMA7、 WMA8、 WMA9、 WMA9.1、 WMA9.2 に対応しています。（WMA9 Professional、 Lossless、 Voice には対応していませ
ん。）

*3 iTunes® でエンコードしたAACのみ再生可能です。HE-AAC （High-Efficiency） には対応していません。

■ビデオファイル

規格 拡張子
MPEG-2 .mpg, .mpeg .mp4
MPEG-4 .mp4, .m4v .3gp
H.264 .mp4 .m4v
WMV9/ VC-1 .wmv .avi

知識
● 複数のパーテーションに分かれているUSB機器は使用できない場合があります。
● 暗号化やコピープロテクト、著作権保護されたファイルなどは再生できません。
● USBメモリのフォーマットは本機では行えません。お手持ちのパソコンなどで行ってください。
● 条件に当てはまらないUSBメモリを使用すると、正しく動作しないことがあります。
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Gracenote音楽認識サービス

■ Gracenote音楽認識サービスについて
音楽認識技術と関連情報はGracenote®社
によって提供されています。
Gracenoteは、音楽認識技術と関連情報配
信の業界標準です。
詳細については、Gracenote®社のホーム
ページwww.gracenote.comをご覧くださ
い。
Gracenote, Inc. 提供の CD および音楽関連
データ: copyright © 2000-present
Gracenote. Gracenote Software, copy-
right © 2000-present Gracenote. 本製品
およびサービスには、Gracenote が所有す
る 1つまたは複数の特許が適用されます。
適用可能な一部の Gracenote 特許の一覧
については、Gracenote の Web サイトを
ご覧ください。 Gracenote、CDDB、Mu-
sicID、MediaVOCS, Gracenote のロゴと
ロゴタイプ、および "Powered by Grace-
note" ロゴは、米国および/またはその他の
国における Gracenoteの登録商標または商
標です。

KNC0328X

■ Gracenote音楽認識サービスのご利用
について

この製品を使用する際は、以下の条項に同
意しなければなりません。
本ソフトウエア製品または本電器製品に
は、カリフォルニア州エメリービル市の
Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」とす
る) から提供されているソフトウェアが含ま
れています。本ソフトウエア製品または本
電器製品は、Gracenote 社のソフトウェア
(以下「Gracenote ソフトウェア」とする)
を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別
し、アーティスト名、トラック名、タイト
ル情報 (以下「Gracenote データ」とする)
などの音楽関連情報をオンライン サーバー
或いは製品に実装されたデータベース (以
下、総称して「Gracenote サーバー」とす
る ) から取得するとともに、取得された
Gracenoteデータを利用し、他の機能も実
現しています。
お客さまは、本ソフトウエア製品または本
電器製品の使用用途以外に、つまり、エン
ドユーザー向けの本来の機能の目的以外に
Gracenote データを使用することはできま
せん。 お客さまは、Gracenote データ、
Gracenote ソフトウェア、および Grace-
note サーバーを非営利的かつ個人的目的に
のみに使用することについて、同意するも
のとします。
お客さまは、いかなる第三者に対しても、
Gracenote ソフトウェアやGracenote
データを、譲渡、コピー、転送、または送
信しないことに同意するものとします。お
客さまは、ここに明示的に許諾されている

こと以外の目的に、Gracenote データ、
Gracenote ソフトウェア、または Grace-
note サーバーを使用または活用しないこと
に同意するものとします。
お客さまは、お客さまがこれらの制限に違
反した場合、Gracenote データ、Grace-
note ソフトウェア、および Gracenote
サーバーを使用するための非独占的な使用
許諾契約が解除されることに同意するもの
とします。また、お客さまの使用許諾契約
が解除された場合、お客さまは Gracenote
データ、Gracenote ソフトウェア、および
Gracenote サーバー全ての使用を中止する
ことに同意するものとします。
Gracenote は、Gracenote データ、
Gracenote ソフトウェア、および Grace-
note サーバーの全ての所有権を含む、全て
の権利を保有します。いかなる場合におい
ても、Gracenote は、お客さまが提供する
任意の情報に関して、いかなる支払い義務
もお客さまに対して負うことはないものと
します。
お客さまは、Gracenote, Inc. が本契約上の
権利をGracenoteとして直接的にお客さま
に対し、行使できることに同意するものと
します。
Gracenote のサービスは、統計的処理を行
うために、クエリ調査用の固有の識別子を
使用しています。無作為に割り当てられた
数字による識別子を使用することにより、
Gracenote サービスを利用しているお客さ
まを認識しながらも、特定することなしに
クエリを数えられるようにしています。詳
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細については、Web ページ上の、Grace-
note のサービスに関する Gracenote プラ
イバシー ポリシーを参照してください。
Gracenote ソフトウェアと Gracenote
データの個々の情報は、お客さまに対して
「現状有姿」のままで提供され、使用が許
諾されるものとします。Gracenote は、
Gracenote サーバーにおける全ての
Gracenote データの正確性に関して、明示
的または黙示的を問わず、一切の表明や保
証をしていません。
Gracenote は、妥当な理由があると判断し
た場合、Gracenote サーバーからデータを
削除したり、データのカテゴリを変更した
りする権利を保有するものとします。
Gracenote ソフトウェアまたは Grace-
note サーバーにエラー、障害のないこと
や、或いは Gracenote ソフトウェアまた
は Gracenote サーバーの機能に中断が生
じないことの保証は致しません。
Gracenote は、将来Gracenote が提供す
る可能性のある、新しく拡張や追加される
データタイプまたはカテゴリを、お客さま
に提供する義務を負わないものとします。
また、Gracenote は、任意の時点でサービ
スを中止できるものとします。
Gracenote は、黙示的な商品適合性保証、
特定目的に対する商品適合性保証、権利所
有権、および非侵害性についての責任を負
わないものとし、これに限らず、明示的ま
たは黙示的ないかなる保証もしないものと
します。
Gracenote は、お客さまによる Grace-
note ソフトウェアまたは任意の Grace-
note サーバーの利用により、得る結果につ

いて保証しないもとのとします。いかなる
場合においても、Gracenote は結果的損害
または偶発的損害、或いは利益の損失また
は収入の損失に対して、一切の責任を負わ
ないものとします。
copyright © 2000 to present Gracenote

地上デジタルテレビについて

■製造メーカーについて
本地上デジタルチューナーは、日産自動車
株式会社向けにRobert Bosch Car Multi-
media GmbHが開発･製造しています。

■フルセグ放送
地上デジタル放送を高画質･高音質に楽しむ
ことができます。

■ワンセグ放送
フルセグに加え、ワンセグにも対応してい
ます。
また、フルセグ�ワンセグへの自動切り替
えまたは手動切り替えにより、受信エリア
が拡大します。

知識
● 本機は、双方向データサービスに対
応しておりません。

● 本機はワンセグのデータ放送には対
応しておりません。

● 番組によってはサイマル放送が運用
されていない場合があります。

■ご留意していただくこと
● 本製品は、著作権保護技術を採用してお
り、マクロヴィジョン社およびその他の
著作権利者が保有する米国特許およびそ
の他の知的財産権によって保護されてい
ます。この著作権保護技術の使用は、マ
クロヴィジョン社の許可が必要で、また
マクロヴィジョン社の特別な許可がない
限り家庭用およびその他の一部の観賞用
の使用に制限されています。分解した
り、改造することも禁じられています。

● 本機はARIB（電波産業会）規格に基づい
た商品仕様になっております。将来規格
変更があった場合は、商品仕様を変更す
る場合があります。

● 各社の商標および製品商標に対しては特
に注記のない場合でも、これを十分尊重
いたします。

■用語解説
データ放送：
お客さまが見たい情報を選んで画面に表示
させることができます。例えばお客さまの
お住まいの地域の天気予報を、いつでも好
きなときに表示させることができます。ま
た、テレビ放送に連動したデータ放送もあ
ります。
3桁チャンネルと物理チャンネル：
● 3桁チャンネル
地上アナログ放送では、1つのチャンネ
ルで1つの番組を放送しており、チャン
ネル番号はその放送局に対応していま
す。それに対して地上デジタル放送では
1つのチャンネルで複数の番組を同時に
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放送できるため編成チャンネルと呼ばれ
る3桁のチャンネルが設定されていま
す。3桁のうち最初の2桁は放送局を示す
チャンネル（リモコンチャンネル）、最
後の1桁はその放送局の中でのチャンネ
ルを示す代表チャンネルとなっていま
す。

● 物理チャンネル
物理チャンネルとは、実際に受信する周
波数を表すチャンネル番号のことです。
地上デジタル放送では、従来のアナログ
放送とは異なり実際に受信する周波数を
送信しているチャンネル（物理チャンネ
ル）と放送局を示すチャンネル（リモコ
ンチャンネル）が異なります。

ハンズフリーフォン

ご使用上の注意
● ハンズフリーフォンをご使用になるとき
は、必ず本システムに携帯電話を接続し
てください。

● 12Vバッテリーあがり防止のため、充電
中または走行可能状態のときに使用して
ください。

● 携帯電話にはご利用できない機種があり
ます。適合携帯電話機種については、日
産販売会社またはNissanConnect お客
さまセンターにお問い合わせいただく
か、NissanConnect サービスホーム
ページ（www.nissanconnect.jp）の
「適合携帯電話一覧」で必ずご確認くだ
さい。

● 以下の場合には、ハンズフリーフォンを
使用できません。
– 使用する携帯電話の圏外に車が移動
したとき

– トンネル、地下駐車場、ビルの陰、
山間部など、電波が届きにくい場所
にいるとき

● 以下の機能が設定されているとハンズフ
リーフォンが使用できません。設定を解
除してください。（機能の解除方法は、
お使いの携帯電話の取扱説明書をお読み
ください）
– ダイヤルロック、オートロック、
オールロック、セルフモード

– その他、発着信を制限、もしくは禁
止する機能

● 通話中に“カシャッ”という音が聞こえ
ることがありますが、これはある無線
ゾーンで電波が弱くなったときに、隣の
無線ゾーンへ切り替わるために発生する
音で、異常ではありません。

● スピード違反取り締まり用レーダーの逆
探知機（レーダー探知機）を搭載してい
ると、スピーカーから雑音が出ることが
あります。

● デジタル方式のため、声が多少変わって
聞こえたり、周囲の音が人のざわめきの
ように聞こえたりすることがあります。

● 携帯電話の電波状態が悪いときや、高速
で走行しているとき、窓を開けていると
き、エアコンファンの音が大きいときな
どは、通話中のお互いの声が聞こえにく
いことがあります。

● パワースイッチをONにした直後は、電
話の着信を受けることができません。

● ハンズフリー状態で、携帯電話側での発
着信操作（着信拒否、転送も含む）はし
ないでください。誤作動をする場合があ
ります。

● Apple CarPlayまたはAndroid Auto™が
起動している間は、他の携帯電話のハン
ズフリーフォン機能は使用できません。

■故障、サービスなどについて
● 万一、ハンズフリーフォン機能が故障し
たときは、お買い上げいただいた日産販
売会社にご相談ください。

Bluetooth®電話機について
Bluetooth®電話機は、無線（Bluetooth®）
で通信を行うことのできる電話機です。
ケーブルで接続しなくても本機との通信が
できるため、例えば胸ポケットに電話を入
れたままでもハンズフリーフォンとして使
用することができます。
● Bluetooth®通信用の車両側アンテナは本
機に内蔵されていますので、携帯電話を
金属に覆われた場所やナビ本体から離れ
た場所に置いたり、シートや身体の間に
密着させた状態では音が悪くなったり接
続できない場合があります。

● Bluetooth®接続を行うと、通常より携帯
電話の電池の消耗が早くなります。

● Bluetooth®オーディオ使用時にハンズフ
リーフォンを使用すると、Bluetooth®
オーディオは一時停止します。
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● 放送局や他の無線機器が近くにある場合
は、正常に接続できないことがありま
す。

● ペースメーカーなどの電子医療機器に影
響を与える可能性がある場合は、Blue-
tooth®接続を「OFF」に設定してくださ
い。

● Bluetooth®機器とWi-Fi機器は同一周波
数帯（2.4 GHz）を使用するため、お互
いを近くで使用すると電波障害が発生
し、通信速度の低下、雑音の発生、接続
不能になる場合があります。この場合
は、お近くのWi-Fi機器の電源をお切りく
ださい。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴ
は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商
標であり、Robert Bosch GmbHはライ
センスに基づいて使用しています。その
他の商標およびトレードネームは、それ
ぞれの所有者に帰属します。
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音声操作

地図閲覧規約
音声操作で検索サービスをご利用になるにあたり、下記URLより地図閲覧規約をお読みく
ださい。
https://support.e-map.ne.jp/manuals/v3/document/Terms_of_Use_for_Map.html
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