
このたびは三菱車をお買い上げいただき、 
ありがとうございます。 

この取扱説明書は、Mitsubishi Multi Entertainment System (三菱マルチエン 
夕ーテイメントシステム）の正しい取り扱いについて説明しています。 
万一、取り扱いを誤りますと事故や故障の原因となりますので、ご使用前に必ずお 
読みください。 
※以降「本機」と記載します。 

■ナビゲーシヨンシステムについて 
八イブリッドナピゲ_シヨンシステムは、衛星からの電波を受信して現在地を測位 
するGPS、ジャイ□センサーと車速センサーを使って車の移動量を検出する自律航 
法などによって自車の現在地を地図の上に表示しながら、目的地までの道案内(ルー 
卜誘導）をするものです。 
本機は、あらかじめ目的地を指定すれば、目的地までのルートを自動的に設定し（国 
道、主要地方道、都道府県道、主要一般道、高速道、有料道で自動ルート計算)、画 
面表示と音声で目的地までの道案内を行います。 
ルート誘導時でも、走行中は実際の交通規制が優先されます。必ず道路標識など実 
際の交通規制に従い、安全を確かめて走行してください。 

本機内のデータ消去について 
お車をお譲りになるとき、または廃棄される場合には以下の内容を消去することを 
おすすめいたします。詳しくは、三菱自動車販売会社にお問い合わせください。 

■お客様のプライバシー保護のために• • 
•本機に保存された個人情報を含むすべてのデータ（登録リスト、メンテナンス情 
報など）。 

■著作権保護のために… 
-本機に保存された画像データ/音楽データなど（その他録音データ）。 
本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、お車を譲渡 
(有償および無償）いたしますと、著作権法上、著作権者の権利を侵害します。 

參取扱説明書は車の中に保管してください。 
參車両本体の取り扱い要領については、別冊の取扱説明書をご覧ください。 
參お車をゆずられるときは、取扱説明書を車につけておいてください。 
參装備仕様の変更などにより、取扱説明書の内容がお客様のお車と合わないことが 
ありますので、あらかじめご了承ください。 

參ご不明な点は三菱自動車販売会社にお問い合わせください。 

2 



本書の構成 
本書は、基本的な使いかたを説明している「基本操作編」と、より詳しい使いかたを説明し 
ている「応用操作編」で構成されています。仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致 
しない場合があります。あらかじめご了承ください。 

はじめに 
本書の構成.P.3 
本書の見かた.P.4 
本機のご紹介.P.6 
安全にお使いいただくために.P.8 
お使いになる前に.P.12 
早わかり一覧.P.24 

基本操作編 

本体を操作しよう.P.35 
ナビゲーシヨンを使ってみよう.P.43 
オーディオ.ビジュアルを使ってみよう.P.83 
タッチパネルの基本操作.P.119 
地図に表示されるマーク.P.133 

応用操作編 

ナビゲーシヨン編 

目的地の設定.P.139 
ルートの設定と誘導.P.165 
情報を利用する.P.183 

オーディオ•ビジュアル編 

ラジオを聴く . P.201 
テレビを観る.P.207 
DVDを観る.P.217 
CD • MP3 • WMAの音楽を聴く . P.231 
ミュージックキャッチャーを使う.P.241 
USBメモリーのオーディオを聴く . P.251 
iPodを聴く/iPodビデオを観る.P.255 

設定編 
各種設定.P.263 
お車を譲渡•廃棄するときは.P.299 

別売品を使う.P.301 
困ったときに.P.345 
付録.P.365 
索引.P.384 
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本書の見かた 
本書は、以下のサンプルページのスタイルを基本に作られています。 

基本操作編 

目的地を探す 

住所データか5、目的地を探せます。 

!iWl\走行中は本操作を行えません。 
| "■ |住所データのMWiSによ!},-®Jせない住所が！B0ます。 
I I 

' ^nj #リスト國〇で表示されSEESをタッチすSと.■«した項目の地点の地Eと地点 
\ / メニューが表示されます- 

/►ここまで《 

ET 3的地の都道府県をタツ 
11する 

マーク 
操作に関する補足説明を、マーク 
を使って説明しています。 
各マークの意味は、次のページを 
ご覧ください。 

ここまでの操作 

この操作をはじめる前に行う手順 
を説明しています。 

八ードポタン 

本体に付いているボタンです。 

タッチキー 
画面上をタッチして操作できる 
キーです。 

操作の流れ 
操作の流れを形で表しています。 
▼:この後に手順が続く 
■:操作が終了 

応用操作編 
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本書の見かた 

マークの意味 

用語説明 
■■よく使う用語や分かりにくい用語の 

意味を説明しています。 

>」1お知らせ 
U操作の前に注意していただきたいこ 

とや、知っておいていただぎたいこ 
とを説明しています。 

□アドバイス 
本機を使いこなすための補足説明で 
す0 

□ 
塾生 
言口 

□ 
注意 

警告•注意•お願い 
安全のために必ず守っていただきた 
いことや、お車や本体のために気を 
付けていただきたいことを説明して 
います。 

□ 
お願い 

※各マークの色は基本操作編と応用操作編で異な 
ります。 

ハードポタンについて 

本体に付いている八ードボタンを操作 
するときは、本書では以下のように表 

記しています。 

例：を押す 

タッチキーについて 

本機は、画面を指先で触れるだけで操 
作ができるタッチノ V°ネル形式を採用し 
ています。 

画面上のキーをタッチして操作をする 
ときは、本書では以下のように表記し 
ています。 

例： 住所 をタッチする 
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本機のC紹介 

ドライブを楽しもう\音楽と映像を楽しもぅ_\ 

本機のナビゲーシヨンシステムで、ドライブがもっと楽しくなります。 

②わかりやすいルート案内で 
分かれ道でも安心！ 

分かれ道では、音声案内のほかにイラ 
スト表示など、目で見て確認できます。 
(P.72) 

V 一 

④周辺検索で 
レストランを探そう！ 

フランス料理やイタリア料理など、 
お好みのレストランを現在地周辺から 
探せます。(P.146) 

GOAL! 

①ドライブに出発！ 
目的地を設定しよう 

いろいろな方法で目的地を探すことが 
でき、設定もかんたんです。 
ナビゲーシヨンによるドライブを、 
もっとわくわくさせる地図コミュニテ/ 

サイト「チズルとススム」に対応して 
います。（P.382) 

③サービスエリアで休憩！ 
無理なく運転 

高速道路でサービスエリア/ノ キン 
グエリアに近づくと、施設情報が表示 
されます。 
サービスエリア内にガソリンスタンド 
があるかどうかも一目でわかります。 
(P.81) 

I J 

⑤自宅へ帰ろう 

レストランに立ち寄っても、他の施設 
に寄り道しても、ワンタッチで自宅へ 
のコースを設定できます。（P.54) 
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本機のご紹介 

_^音楽と映像を楽しもう \ 
本機で、高品質の音と映像を楽しみましょう。 

ラジオのスポーツニュースを聞いたり. （P.89) 

ご自分で編集したMP3の曲を聴いたり•• • （P.103) 

DVDも鑑賞できます （P.97) 

參そのほかにち••• Iお気に入りのCDなら 

ミュージックキャッチャーに録音して 
いつでも聴けます（P.109) 

iPodと接続すれば、 | | SD力ードに音楽データや 

お気に入りの曲やビデオを 登録地データを入れて、 
いつでも楽しめます（P.115) いつでもご利用になれます(P.312) 

地上デジタルテレビが 
観られます(P.93) 

お願い 

上記操作は、停車している状況を前提にしています。 

•走行中は、必ずシートべルトを装着してください。 
•運転中にiPodの操作はお止めください。 
•運転中にディスクやSD力ードをセットするのはお止めください。 



安全にお使いいただくために 
必ずお守りください 

製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みいただきたい 

注意事項などを説明しています。 

絵表示について 

本取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々 

への危害や財産への損害を未然に防止するために、さまざまな絵表示をしています。 
その表示と意味は次のとおりです。 
内容をよく理解してから本文をお読みください。 

A警告 この絵表示の記載事項を守らないと、人が死亡または重傷 
を負うおそれがあります。 

/?\注意 
この絵表示の記載事項を守らないと、人が障害を負ったり、 

物的損害が発生するおそれがあります。 

■絵表示の例 
絵表示の記号には、それぞれ意味があります。絵表示の意味をご理解いただき、安 
全に正しくお使いください。 

この記号は、注意（警告を含む）をしなければならない内容です。 
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指はさまれ注意）が描か 

れています。 

この記号は、禁止（やつてはいけないこと）する内容です。 

図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれていま 

❶ この記号は、必ず行っていただきたい内容です。 
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安全にお使いいただくために 

安全上のご注意 

•安全のため、ご使用の前に下記のご注意を含めて本取扱説明書をよくお読みの上、 
正しくお使いください。 

•本取扱説明書をお読みになったあとは、いつでも見られる所（グ□—ブボックス 

など）に必ず保管してください。 

■使用上のご注意 

△警告 
運転時の警告 

走行中は運転者による操作をし 
ない 
Q運転者が操作する場合は、必 

ず安全な場所に車を停車させ 
てから行ってください。ナビ 
ゲーシヨン機器は、安全のた 
め、パーキングブレーキを引 
いた状態で停車させないと、 
—部の操作ができないように 
なつています。 

走行中、運転者はナビゲーシヨ 
ンの地図を見ない 
Q走行中は音声案内を参考とし 

て、実際の交通規則に従って 
ください。 

走行中、運転者は本機の画像を 
注視しない 
Q前方不注意となり、交通事故 

の原因となります。 

運転者がテレビやビデオを見る 
ときは、必ず安全な場所に車を 
停車させる 

本機は、安全のため、パーキ 
ングブレーキを引いた状態で 
停車させないと、一部の操作 
ができないよ5になっていま 
す。 

ナビゲーシヨンによるルート誘 
導•音声案内時は、実際の交通 
規則に従って走行する 〇ナビゲーシヨンによるルート 

案内のみに従って走行すると 
実際の交通規則に反する場合 
があり、交通事故の原因とな 
ります。 

9 



安全にお使いいただくために 

本機の扱い上の警告 

本機の分解、改造をしない 
本機の機構は精密なため、 
万一異常が発生したときでも、 
絶対にケースを開けて分解、 
回転部分への注油は、やめて 
ください。 
事故や火災、感電の原因とな 
ります。 

ヒューズを交換するときは、必 
ず規定容量のヒューズを使用す 
る 

❶ 規定容量以上のヒューズを使 用すると、火災の原因となり 
ます。 

画面が映らない、音が出ないな 
どの故障状態で使用しない 

Q 事故や火災、感電の原因とな 
ります。そのような場合は、 
必ず三菱自動車販売会社に相 
談してください。 

万一、異物が入った、水がかかっ 
た、煙が出る、変なにおいがす 
るなど異常が起こったら、ただ 
ちに使用を中止する 

Q そのまま使用すると事故や火 災、感電の原因となります。 
必ず三菱自動車販売会社に相 
談してください。 
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安全にお使いいただくために 

A注意 
本機の取り付け•取り付けの変 
更は、安全のため、必ず三菱自 
動車販売会社に依頼する 

❶ 専門技術と経験が必要です。 

本機を車載用として以外は使用 
しない Qけがや感電の原因となること 

があります。 

可動部などに手や指を挟まれな 
いよう注意する A液晶パネル開閉時に手や指を 

入れると、けがの原因になる 
—ことがありますので、差し込 

まないでください。 

ディスク挿入口に異物を入れな 
い Q火災や感電の原因となること 

があります。 

運転中の音量は、車外の音が聞 
こえる程度で使用する 

A 車外の音が聞こえない状態で 
/!\運転すると、事故の原因とな 

1 * \ることがあります。 

電源を切るときは、音量を最小 
にする 

❶ 電源0 N時に突然大きな音が出 
て、聴力障害などの原因とな 
ることがあります。 



お使いになる前に 

ナビゲーシヨンについて 

お願い 

•バッテリー（補機用）あがり防止のため、本機の操作は、車のエンジンをかけた 
状態またはパワーユニットを起動させた状態で行ってください。 

•タッチパネルに保護シートなどを貼らないでください。反応が遅くなったり、誤 
作動の原因となることがあります。 

お知らせ 

•お車をご購入後、はじめてお使いになるときや長時間お使いにならなかったとき 
は、現在地を測位するまで5分〜15分ぐらいかかることがあります。また、通常 
お使いになっている場合でも、測位状況により測位するまで2分〜3分程度かか 
ることがあります。 

• GPS情報は、受信状態や時間帯、米国国防総省による故意の衛星精度の低下によ 
り測位誤差が大きくなることがあります。その他にもGPSアンテナの近くで携帯 
電話などの無線機器を使った場合は、電波障害の影響で、一時的にGPS衛星から 
の電波を受信できなくなることがあります。 

•検索機能から表示される施設の位置は、あくまでもその施設の位置を表したもの 
です。そのまま目的地を設定した場合、まれに施設の裏側や、高速道路上など、 
不適切な場所に誘導してしま5場合があります。予めご了承の上、目的地付近の 
経路をお確かめになるよう、お願いいたします。 

•提供されるVICS情報は、最新のものではない場合もあります。提供されるVICS 

情報は、あくまで参考情報としてご利用ください。 
•ルート（経路）計算ができないときは、目的地を近くの主要な道路に移して計算 
してください。また、目的地までの距離などの条件によっても、計算できない場 
合があります。 

•本機の近くで携帯電話などの電気的ノイズを発生する機器を使用すると、画面が 
乱れたり雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる機器を 
遠ざけるか、ご使用をお控えください。 
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お使いになる前に 

オーデイオ•ビジュアルについて 

本機で使えるオーディオ•ビジュアルメディア 

本機でお使いいただけるオーディオ•ビジュアルメディアは以下のとおりです。 
本機へのセツト方法は各メディア説明の参照先をご覧ください。 

參DVDビデオ 
市販されているdvdです。 uyi> 
本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86)をご覧くだ 
さい。本機でDVDビデオをお楽しみいただくには、「DVDを観る」（P.217)をご 
覧ください。 

• DVD-VR 

ご家庭で録画した映像を保存したDVDです。 
本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」（P.86)をご覧くだ 
さい。本機でDVD-VRをお楽しみいただくには、「DVDを観る」（P.217)をご覧 
ください。 

參CD 

市販されているCDです。 
本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」（P.86)をご覧くだ 
さい。本機でCDをお楽しみいただくには、 
「CD • MP3 • WMAの音楽を聴く」(P.231)をご覧ください。 

DIGITAL AUDIO 

「 TEXT I 

• MP3/ WMAディスク 
MP3/WMA形式の音楽データをCD-R/RWやDVD-R/RWに保存したものです。 
本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」（P.86)をご覧くだ 
さい。本機でMP3/WMAディスクをお楽しみいただくには、 
「CD • MP3 • WMAの音楽を聴く」(P.231)をご覧ください。 

參SDカード 

SD力ードにMP3/ WMA形式の音楽データを保存して音楽を聴けます。 
本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86)をご覧ください。 
本機でSD力ード内の音楽をお楽しみいただくには、 
「CD • MP3 • WMAの音楽を聴く」(P.231)をご覧ください。 
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お使いになる前に 

參USBメモU— 

USBメモU—にMP3/WMA形式の音楽データを保存して音楽を聴けます。 

本機でUSBメモU—内の音楽をお楽しみいただくには、「USBメモリーのオーディ 
才を聴く」（P.251)をご覧ください。 

DVD/CD取り扱い上のご注意 

•ディスク面にラベルを貼ったり、鉛筆やペンなどで文字を記入しないでください。 
•ディスクは、表面に傷や指紋をつけないように扱ってください。 
•セ□ハンテープやラベルなどの糊がはみ出したり、はがした跡があるディスクは 

使用しないでください。そのまま本機に挿入すると、ディスクが取り出せなくなっ 
たり、故障する原因となることがあります。 

•新しいディスクには、周囲に「パリ」が残っていることがあります。このようなディ 

スクを使用すると、動作しなかったり、音飛びの原因となります。パリのあるディ 
スクは、ボールペンなどでパリを取り除いてからお使いください。 
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早わかり一覧 
目的地を探したいとき 

/•>:を押す 

►この画面からできる操作 

_電話番号から探す.P.142 

住所から探す.P.55 

_目的地の名称を入力して探す.P.58 

_施設のジャンルから探す.P.142 

_本機に登録した地点から探す.P.59 

_ TVや雑誌で紹介された施設を探す.P.144 

TV•雑誌 

番組•雑誌の名称から探す.P.144 

施設のジャンルから探す.P.145 

現在地や目的地の周辺にある施設から探す.P.145 
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早わかり一覧 

Q現在地や目的地の周辺にある施設から探す……P.146 

周辺検索 

よく使うジャンルを登録して一括で探す.P.148 

車の位置の周辺から探す.P.149 

目的地に設定した場所の周辺から探す.P.149 

目的地に最も近い駐車場を探す.P.149 

地図をスクロールして表示した場所の周辺から探す…P.149 

検索アイコンの表示を消す.P.146 

0その他の方法で探す 

その他 をタッチしてできる操作 

P.152 

行ったことのある地点から探す.P.153 

サービスエリアや高速道路の入り口•出口から探す 

.P.153、P.154、P.155 

緯度•経度を入力して探す.P.156 

郵便番号を入力して探す.P.156 

マップコードを入力して探す.P.157 

メモリーカード内の登録地を目的地に設定する……P.157 

メモリーカード内のMYスポットを目的地に設定する…P.158 

メモリーカード内のMYコースを目的地に設定する……P.158 

0よく行く地点から探す.P.62 

_自宅を目的地として設定する.P.54 

目的地を解除する.P.178 
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早わかり一覧 

交通情報などを確認したいとき 

yiを押す 

情報を見る 各種設定 

1 垣 1 
\rnmmrnJ \： 

回 1 
1盒丨丨 

\i|a^y V 
m- 
■昼画面VlC:Sf定 

交通情報 ノ V spptiig J V mm J 

一回一 9 r_ 
■高連較通情報■-般齩通情報(1)戻る;） 

►この画面からできる操作 

Q] FM VICS情報を見る.P.187 

FM VICS 

渋滞情報を文字で表示する.P.188 

渋滞情報を図形で表示する.P.188 

各地への所要時間を表示する.P.188 

緊急情報を表示する.P.188 

gラジオの交通情報を聞く . P.192 

_ メモリー情報や製品情報を見る.P.193 

_車のメンテナンス情報を設定する.P.194 
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早わかり一覧 

g]ビーコンVICS情報を見るw . P.190 

► ► 1^3をタッチしてできる操作 
渋滞情報を文字で表示する.P.191 

渋滞情報を図形で表示する.P.191 

各地への所要時間を表示する.P.191 

注意警戒情報を表示する.P.191 

緊急情報を表示する.P.191 

ETCの履歴や情報を見る紐.P.197 

ETC 

ETCの履歴情報を表示する.P.199 

最新のETC利用履歴を表示する.P.199 

ETC料金を割り勘にして計算する.P.200 

ETCについての設定をする.P.281 

ETC車載器のセットアップ情報を表示する.P.199 

_昼画面と夜画面を切り替える.P.293 

圓FM VICS、ビーコンVICSの設定をする.P2.11 

@渋滞情報表示の〇N/OFFを切り替える.P.279 

※1別売の三菱自動車純正VICS光/電波ビーコン受信機接続時のみ 

※2別売の三菱自動車純正ETC車載器接続時のみ 
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早わかり一覧 

各種設定を変えたいとき 

►この画面からできる操作 

_ナビゲーシヨンの設定をする.P.264 

_オーディオの設定をする.P.290 

_ミュージックキャッチャーの録音設定をする…P.243 

|〇]モニターの画質を調整する.P.293、P.294 

_ メニューのデザインを変える.P.295 

_ SD力ードのデータの取り込み/書き出しをする…P.312 

_本機起動時に表示するオープニング画面を変える…P.297 

|_昼画面と夜画面を切り替える.P.293 
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ナビゲーシヨンの設定を変えたいとき 

早わかり一覧 

y\ を押し、| 各種設定 IM ナビ設定 をタツチする 

►この画面からできる操作 

H]ナビゲーシヨン画面を設定する.P.265 

_地図上に表示されるアイコンを設定する.P.268 

_走行した道のりの表示を設定する.P.270 

_ルート案内中の画面表示を設定する.P.271 

_ルート案内中の案内表示を設定する.P.273 

_ルート案内中の音声案内を設定する.P.275 

_ VICS情報に関する設定をする.P.277 

ETCに関する設定をする'181.P.281 

_その他の設定をする.P.283 

_ iPodの接続方法を設定する.P.288 

※l別売の三菱自動車純正ETC車載器接続時のみ。画面のアイコンは 
と表示されます。 

VICS/ETC 
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早わかり一覧 

地図画面からナビゲーシヨンの機能を呼び出すには 

地図画面で NAVI を押す 

目的地を設定していないとき 

匪 國圃 ^ nor 
目的地を設定しているとき 

地点登録 ルー 
、パ--. 

□ m E] 匿 r m r 
►この画面からできる操作 

Pよく使う機能を簡単に呼び出す.P.285 

_現在地や目的地の周辺にある施設を探す.P.146 

_現在表示している地点を本機に登録する.P.60 

_自宅を目的地として設定する.P.54 
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早わかり一覧 

§目的地までのルートの確認や編集をする.P.166 

ル-卜 

条件を変えずにルートを再計算する.P.167 

有料道を優先してルートを再設定する.P.167 

—般道を優先してルートを再設定する.P.167 

渋滞などを迂回するルートを設定する.P.167 

計算条件の異なる複数のルートを表示する.P.168 

ルートの計算条件を変更する.P.170 

設定したルートを編集する.P.173 

経由地を削除する8.P.177 

出発時刻の異なる複数のルートを比較する.P.169 

現在地から目的地までのルートを表示する.P.179 

設定したルート上をデモ走行する.P.180 

設定した目的地を解除する.P.178 

□目的地までのルート上の情報を見る.P.181 

経路情報 

目的地の地図を表示する.P.181 

現在地から次の案内地点までの地図を表示する……P.181 

現在地から渋滞の起点までの地図を表示する.P.181 

1つ前の音声案内をもう一度聞く .P.182 

信号の有無などルート上の情報を確認する.P.182 

※1経由地を設定したルートを走行中に表示されます。 
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早わかり一覧 

目的地を見つけたら • 參* 

目的地を探す 

、石川後楽園» 

東京K'-ム 
IHS 735258*52 TEL: 

►この画面からできる操作 

Q]表示している地点を目的地に設定する.P.65 

_計算条件の異なる複数のルートを表示する……P.168 

_ルートの計算条件を変更する.P.170 

_表示している地点を本機に登録するm . P.60 

_表示している地点を経由地に設定する.P.175 

_地点の位置を調整する.P.177 

_地点の位置情報をQRコードで表示する.P.164 

_周辺の駐車場情報を表示する.P.149 

※l 
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登録リストに登録されている地点に力ーソルを合わせているときは、 
が表示され、地点情報の表示、編集、削除ができます。 

登録地情報 



音と映像を楽しみたいとき 

早わかり一覧 

►この画面からできる操作 

IQ FMラジオ、AMラジオを聴く . P.201 

画DVDを観る/CD、MP3、WMAディスクを聴く 

.P.217、P.231 

ミュージックキャッチャーを使う.P.241 

_地上デジタル放送（ワンセダ）を観る581.P.207 

|S| SD力ード内の音楽を聴く . P.231 

P] USBメモU—の音楽を聴く※2 . P.251 

iPodの音楽を聴く^3/ iPodビデオを観るM……P.255 

接続したVTR機器を再生する％4 . P.306 

_オーデイオ-ビジュアルをOFFにする.P.84 

※1別売の地上デジタル放送チューナー接続時はアイコンの表示が変わります。 
※之別売のUSBメモリー■接続時のみ 
※3別売のiPod接続時のみ 
※斗別売のVTR機器接続時のみ 
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