


はじめに

2.選択されたアイコンの位置で、コマンダ―ノブを押すと決定されます。

1.マツダコネクトのホーム画面から        （NAV アイコン）を選択するか、

コマンダースイッチの          （ナビ）を押すことで起動します。

NAVIGATION SYSTEM 取扱書
2.1.2 コマンダースイッチの操作方法

1.コマンダーノブを傾ける、またはまわして選択したいアイコンにカーソルを移動させます。

ナビゲーションの起動

コマンダーの動かし方

NAVIGATION SYSTEM 取扱書
2.1 ナビゲーションシステムを使用する前に

または
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NAVIGATION SYSTEM 取扱書
2.4 地図画面の説明ナビ画面の見方

このナビゲーションでは、自車位置を中心に表示する「現在地表示画面」と、地図の表示位置を

移動させる「地図スクロール画面」という表示モードがあります。

ナビ画面の基本的な操作 NAVIGATION SYSTEM 取扱書
2.2 ナビゲーションの基本メニュー
2.3 ナビゲーションの基本操作

現在地表示画面 地図スクロール画面

方位マーク

GPS受信状況

VICS情報受信時刻

メニュー表示ボタン

スケール表示

自車位置マーク

現在時刻

現在地表示画面 地図スクロール画面

現在地からカーソルまでの直線距離

カーソル
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アクティブドライビングディスプレイ

次に曲がる方向 （         ）

到着予想時刻

交差点拡大図

自車位置マーク

目的地までの距離 次に曲がる道路/交差点名称

交差点までの距離 （         ）　の次の走行レーン案内

走行レーン案内 （         ）

ルート案内画面の見方 NAVIGATION SYSTEM 取扱書
2.4.1.3 ルート案内中の画面

マークが付いている情報は、

アクティブドライビングディスプレイに表示できます。
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NAVIGATION SYSTEM 取扱書
2.7.1 画面設定地図画面表示の種類

現在地表示画面のメニューバーから      （画面設定） を選択し、                          で地図

画面の表示方法を変更することができます。

画面表示（2画面表示）の種類 NAVIGATION SYSTEM 取扱書
2.7.1 画面設定

3D（進行方向が上向き）

2D（進行方向が上向き） 2DN（北の方角が上向き）

現在地表示画面のメニューバーから      （画面設定） を選択し、                       で画面の

表示方法を変更することができます。
画面設定画面 2画面（左：地図、右：オーディオ）

1画面（地図） 2画面（左：地図、右：地図*1）

*1 右画面の地図の表示を変更したい場合は、                     　から表示させたい項目を選択

してください（選択できる項目の内容は、上記の『地図画面表示の種類』と同じです）。
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自宅を登録する NAVIGATION SYSTEM 取扱書
2.5.1 自宅を登録

4.地図、住所、電話番号のどれかから、自宅の場所を登録します。

1.コマンダースイッチの      （お気に入り） を押します。

2.コマンダーノブを傾けて､      タブに移動します。

3.リストから         を選択します。

タブに移動

※住所、電話番号で自宅を検索した場合、周辺地図が表示されます。自宅の場所の微調節が必要
な場合は、自宅の場所にカーソル       を移動させてください。

5.      を選択し、メニューバーを表示させ、      （セット）を選択します。

5

お気に入りボタン

お気に入りボタン



自宅の登録を消去する NAVIGATION SYSTEM 取扱書
2.5.2 自宅の登録を消去

4.リストの                   を選択します。

1.コマンダースイッチの      （お気に入り） を押します。

2.コマンダーノブを傾けて､      タブに移動します。

3.リストの                  を選択します。

5.確認画面の          を選択します。

タブに移動
お気に入りボタン

お気に入りボタン
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目的地を設定する
NAVIGATION SYSTEM 取扱書
3.1.2 50音検索から設定50音（目的地名称）から検索する

1.現在地表示画面のメニューバーから      （目的地設定） を選択します。

2.リストから、                を選択します。

3.目的地名称を入力し、     を選択すると、候補が表示されます。
　（『まつだ』と入力し、     を選択すると、『まつだ』に関する候補が表示されます）

（例） マツダ本社を目的地に設定する場合

4.リストから、希望する候補を選択すると、絞り込んだ候補が距離順/名称順で表示されます。
　（             を選択すると、             で絞り込んだ候補が距離順/名称順で表示されます）
　※さらに絞り込む場合は、                 、                     から候補を絞り込んでください。

5.リストから、希望の目的地を選択すると、周辺の地図が表示されます。
　※目的地の微調節が必要な場合は、メニューバーの     を選択し、メニューバーを閉じてから、
　目的の場所にカーソル      を移動させてください。
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カーソル       を
目的地に合わせる

地図から検索する NAVIGATION SYSTEM 取扱書
3.1.1 地図上から設定

6.メニューバーの      （ここに行く）を選択すると、目的地が設定されます。

1.現在地表示画面から、コマンダーノブを傾けて、地図スクロール画面に切り替えます。

2.地図スクロール画面上で目的地にカーソル      を合わせます。

4.『50音（目的地名称）から検索する』の手順7.と同じ手順で操作すると、目的地までのルート案内
を開始します（参照7ページ）。

7.メニューバーの      （案内開始）を選択すると、ルート案内を開始します。
　※コマンダースイッチの          （ナビ）を押して、ルート案内を開始することもできます。

3.      を選択し、メニューバーを表示させ、      （ここに行く）を選択します。
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自宅に帰る NAVIGATION SYSTEM 取扱書
3.1.6 自宅を設定

1.コマンダースイッチの      （お気に入り） を押します。

2.コマンダーノブを傾けて、      タブに移動します。

4.確認画面の          を選択します。

5.『50音（目的地名称）から検索する』の手順7.と同じ手順で操作すると、自宅までのルート案内を
開始します（参照７ページ）。

3.リストから          を選択します。

ルート案内を中止する NAVIGATION SYSTEM 取扱書
3.1.12 目的地の消去

1.現在地表示画面の      を選択し、メニューバーを表示させ、      （目的地消去）を選択します。

2.確認画面の          を選択します。

タブに移動
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お気に入りに登録する
NAVIGATION SYSTEM 取扱書
2.6 お気に入りの地点を登録/編集/

消去する方法
現在地を登録する
1.コマンダースイッチの      （お気に入り）を長押しします。

1.「目的地を設定する」と同様の手順で、登録したい地点を検索します（参照7ページ）。

目的地設定から登録する NAVIGATION SYSTEM 取扱書
3.5.1 目的地設定からお気に入りに登録

2.メニューバーから      （地点登録）を選択します。
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