
 
 

ご使用上の注意 
 

ナビゲーターXの著作権は㈲ビカミングシステムズが有します。 
ナビゲーターXが、直接又は間接的にいかなる損害を生じさせても、弊社は一切の責任を負
いません。また、機器や媒体が原因の損害につきましても、弊社は一切の責任を負いません。

よって、弊社はナビゲーターXに関するいかなる保証も行いません。さらに、ナビゲーター
Xを使用した結果の影響に関しましても、一切責任を負わないものとします。弊社は、バー

ジョンアップ、不具合修正の義務を負いません。 
 

ダウンロード/使用する場合は上記を了承したものとされます。 
本アプリは運転者が操作するように設計されていません。 
必ず運転者ではない同乗者により操作を行なってください。 

 
ルート検索／地点検索／ストリートビューは Googleのサービスに依存していますので、結
果は Googleの仕様に依存します。また、これらの Googleのサービスが終了した場合には、

それに依存する機能は動作しなくなります。 
ルート検索結果／地点検索結果／ストリートビューはGoogle及びそれに準ずるものに著作

権があります。 
利用規約：http://www.google.co.jp/accounts/TOS 

 
ご意見/ご希望/バグ報告などは HPの 

Twitter	 http://twitter.com/supportsX  
support@becomingsystems.comまでお願いします。 
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変更履歴 
Ver2.2.1 P10 交通情報表示の説明を変更 

P11 交通情報表示マップの機能変更による記述を追加 
Ver2.2.2 

P4 FAQ 12, 13, 14, 15, 16, 17を追加 
P5 FAQ18を追加 
P8 アクションメニューの項目の追加と変更 

Ver2.2.5 

P12 設定項目の追加 
P13 アドオン Plusの設定にルート外れ通知を追加 Ver2.2.6 
P11 交通情報表示に再読み込みボタンを追加 
P11 スクリーンの輝度調節方法を追加 Ver2.3 
P15 ルート／軌跡の描画色と幅の設定方法を追加 
P10 所要時間／到着時間表示切替を追加 
P13 目的地までの所要時間と到着時間の表示切替を追加 

Ver2.4 

P15 アドオン Plusで接近通知音のグループごとの設定方法を追加 
Ver2.4.2 P10 ルート案内地点のマークの吹き出しに住所を表示するように変更 

住所が検索できない場合は緯度／経度を表示します。 
P6 ルート検索手順を追加 
P9 メニューバーに交通情報表示ボタンを追加 

P11 ナビゲーションメニューバーに交通情報表示ボタンを追加 
P12 トリップコンピューター表示を追加 

Ver2.5 

P20 アドオン Plusでのトリップコンピューター表示を追加 
P5 FAQ19：任意のルートを検索したい 

FAQ20:iPod Touchなどで使用する方法を追加 
P9 マップタイプの選択項目を追加 

Ver2.6 

P20 トリップコンピュータの表示項目と表示項目変更手順を追加 
Ver2.7 P21 トリップコンピュータ表示に標高履歴グラフと標高関連データ表示

を追加 
 メニュー位置の変更に依るスクリーンショットの入れ替え 

P8 ルートサマリーメニューのスワイプアップ機能の削除 
Ver2.7.7 

P9 アクションメニューで地図種別に地形図を追加 
P9 アクションメニューから地図種別の地形図を削除 

P17 交差点拡大表示にストリートビューオプションを追加 
Ver2.8 

P19 Googleの地点検索された地点のストリートビューの表示機能を追加 
Ver3.0 P10 メインメニュ-->アクションメニューにアドン Plus購入時のドライ

ブレコーダーでの録画ファイルの再生／削除機能を追加 
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P14 ドライブレコーダー機能を追加  
P17 ドライブレコーダーの設定項目を追加 

Ver3.0.2 P10 フォトライブラリへの保存機能を追加 
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よくある質問(FAQ) 
 

1. 質問：自転車のルート検索ができないのですが。 
答え：現時点では Bicycling(自転車)での経路検索は USのみで検索可能です。 

 
2. 質問：”現在位置を取得できない”のメッセージの表示やマップが水色（東経０度緯度０度
を表示）になってナビができない。 
答え：現在位置が取得できない時は、iPhone の GPS の不具合や周りに障害物があり衛星
からの電波を取得できない場合が大半です。障害物がない場合は、GPS の不具合が原因と
思われますので、アプリを完全に終了するか、iPhone の電源を落としてからアプリを再起
動してください。 
アプリの終了方法： 
完全に終了するには、ホームボタンを素早く２度押して、一番下に現れたアプリアイコンを
長押ししてください。X バッジが現れますので、ナビゲーション X 以外のアイコンをすべ
てタップしてください。 
 

3. 質問：メモリー不足のアラートが出る。 
答え：ナビゲーターXの使用するときは、他のアプリを完全に終了してお使いください。 

 
4. 質問：経由地を指定してルート検索すると失敗するか、成功しても１つしか検索されない。 
答え：経由地点は８点まで設定可能です。複雑な経路順の検索は、失敗する場合があります。

経由地点を設定した場合は、代替ルートは検索されない Googleの仕様のようです。出発点
／目的地の設定（道がないところを指定など）により、検索が失敗する場合があります。出

発地／目的地を主要道路上において再度検索してください。 
 
5. 質問：ルートを外れていなくても自動再検索されてしまう。 
答え：自動ルート再検索の間隔と精度は”ゆっくり”と”150m”を推奨します。特に３GS以前
の機種は GPS の精度自体が悪いと思われ、”早く”と”30m”に設定するとルート上にあって
も頻繁に再検索を行なう場合があります。再検索を繰り返しますとメモリ不足になり、アプ

リが異常終了することがあります。ご自身の iPhone の GPS の精度／受信状態を考慮して
間隔と精度の設定をお願いいたします。 
 

6. 質問：ルート検索が連続して失敗する。 
答え：電波状態の悪い場合(圏外ではなくごく微弱な場合)に検索が連続してタイムアウトし、
その後電波の強い場所に移っても検索に失敗する場合があります。連続してルート検索に失

敗する場合は、一度ナビゲーターXを完全に終了してから、再度起動してください。 
 

7. 質問：アドオンを購入後アプリを削除してしまいました。再インストール後、再購入しなけ
ればなりませんか？ 
答え：再インストール後、再度購入ボタンで購入手続きをしてください。既に購入済みのメ

ッセージが表示され、課金されずにアドオンをダウンロードできます。 
 

8. 質問：POI(地点)の保存方法が分からないのですが？ 
答え：出発地／目的地／経由地の保存は、ルートを検索後にルートサマリーメニューからルー

ト詳細ページで保存します。ルート検索しないでの POI 保存は、現バージョンではサポー
トしていません。 
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9. 質問：車の進行方向によりマップが回転すると、マップ上の文字も回転して見にくい。 
答え：マップ表示は Google Mapを使用しています。Google Mapは北を上に固定した表示
を基本にしています。このマップをプログラムでそのまま回転していますので、文字も同じ

ように回転します。 
 

10. 質問：警告音、右左折指示音声のボリュームが小さいのですが。 
答え：iPhoneのスピーカーのボリュームの設定を確認してください。iPhone左上の＋ボタ
ンを押すと音が大きくなります。 大でも音声が小さい場合には、アドオン Plusを購入し
ていただき、音声を指定してご使用ください。 
 

11. 質問：無料版とアドオンの違いはなんですか？ 
答え：iAd なし：iAd(広告)の表示非表示選択ボタンが設定に追加されます。ナビゲーショ
ンで横表示が可能になります。横表示にしてから、ナビゲーションを開始してください。 
 
Plus：”iAdなし”に加えて、ルート／移動軌跡の保存／読込み、移動軌跡データの gpx形式
でのメール送信（PCで Google マップで表示可能）、交差点拡大表示、交差点、経由地、目
的地付近での警報音の選択、右左折時の音声指示、代替ルートの自動選択、接近通知地点の

一括登録（全国のスピードカメラのデータの一括登録に便利）、接近通知の接近方位角の設

定などです。 
 

12. 質問：地図データが間違っていて、間違ったルートが表示されることがあります。 
答え：地図データは Google(ゼンリン)を使用しています。ルート検索もそのデータに基づ
いて Googleのサーバーが行なっていますのでアプリでは修正できません。データが修正さ
れるのをお待ちください。 
 

13. 質問：ルート検索数を増やしたり、距離優先、時間優先などの検索はできませんか？ 
答え：検索は、Googleのルート検索を使用しています。したがって、検索の仕様は Google
で用意されているもののみ指定可能です。現在のルート検索の仕様は、 
ルート検索数： 大３、中継地点を指定した場合は１。 
検索条件：車、徒歩、自転車（USのみ有効） 
 

14. 質問：地図データはアプリ内に保存されているのですか？ 
答え：地図は、Google マップを使用しています。アプリ内には地図データはありません。
iPhoneのシステムに一部分がキャッシュされている場合はあります。 
 

 
15. 質問：災害時に回線が使用できない時に使用できますか？ 
答え：携帯電話回線／無線 LAN に接続されていない時は、地図表示／ルート検索は
できません。 
無料版では、 後に検索したルート、アドオン Plus では保存された検索ルートの読
込み、ナビゲーションは可能です。回線に接続されていない時は、設定で”自動ルー
ト再検索”をオフの設定にしてお使いください。このとき、キャッシュされた地図が
表示される場合がありますが地図は更新されません。 
自宅までの徒歩でのルートは保存しておくと安心です。 
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16. 質問：ルート案内は英語にできますか 
答え：NavigatorX は iPhone のシステムの設定の言語環境と同じ言語で案内をします。ル
ート案内は、iPhone の設定->一般->言語環境->言語で設定した言語になります。英語を選
択すると英語になります。日本では、ルート案内は英語になりますが、固有名詞は日本語の

ままです。これは Googleの仕様のようです。 
 

17. 質問：ナビゲーションのマップに交通状況の表示はできないのでしょうか？ 
答え：iOS5現在、交通状況表示のマップをナビゲーションマップに表示する事は技術的に
できません。必ず別画面になります。これは、交通状況のデータが画像データとしか受け取

れないことが原因です。 
 

18. 質問：地図が古いのですが、更新は何時されるのでしょうか？ 
答え：ナビゲーション用の地図は Googleが提供される地図を使用しています。Googleはゼ
ンリンから提供を受けています。したがって、地図が更新されるのは Googleマップがゼン
リンにより更新されたタイミングとなります。 
 

19. 任意にルートを設定できるようにして欲しい 
Web 上の Google マップの様にルートをドラッグして任意のルートに変更することは技術
上できません。代替方法として、経由地を希望のルートに沿って配置してください。通る順

に１〜８まで配置するとご希望のルートに近いルートを検索できます。経由地は比較的大き

な道路に設定してください。路地に設定したり、あまり複雑な経路ですと検索に失敗する事

があります。 
 

20. iPod Touc/iPadなどのGPSを搭載していない機器で本アプリを使うためにはどうすればよ
いでしょうか？ 
Googleマップを表示するために auのDATA08Wや EMOBILEのWiFiルータなどのデー
タ通信機器と位置情報をえるために BlueTooth対応の外付け GPS受信機が必要です。 
auの DATA08Wや EMOBILEのWiFiルータには GPS受信機は搭載されていません。こ
れらのWiFiルータに接続した時に iPodTouchの GPS機能が使えるのは、携帯の基地局の
位置から iOS の機能により大雑把な位置を割り出しているためで、正確な位置は得られま
せん。GPS 受信機は、Bluetooth 対応であればどれでも良いわけではなく、Apple が認定
した機器でなくてはなりません。非認定の機器は iOS 自体が認識しません。認定された機
器であれば Bluetooth接続するだけでGPSを利用するすべてのアプリで位置情報を取得で
きます。認定された機器としては、 
GNS 5870 MFI GPS BT Receiver 
Dual XGPS150 Universal Bluetooth GPS Receiver  
などがあります。 
外部 GPS受信機使用での不具合は標準マップでの動作を確認の上、GPS受信機の製造元に
お問い合わせください。 
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ルート検索方法 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

① をタップして検索メニューへ	 ② をタップして出発地を指定。③メニューから指定方法選択 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

④ をタップして目的地を指定	 ⑤ をタップして経由地メニューへ	 ⑥番号をタップして指定 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦検索メニューの をタップしてルート検索を開始する。	 ⑧検索されたルートが表示されます。 
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検索メニュー機能詳細 
 

      でルート検索メニューとメインメニューを切り替えます	 
	 

ルート検索メニュー 
出発地／目的地／経由地の指定／削除を行ないます。

各ボタンをタップすると位置の指定方法の選択メニュ

ーがポップアップします。	 

	 

 出発地の指定：タップして出発地を指定します。 
・マップ上でタップ：マップ上で希望する地点付

近をタップするとピンがドロップします。位置の

調整は、ピンを長押しするとピンが上にあがり移

動可能になります。そのまま、希望の位置に指を移動して離します。 
・現在地：現在地にピンがドロップします。 
・地点リストから：保存された地点リスト一覧が表示されます。 
・連絡先から；連絡先に住所がある場合に指定できます。 
 

 目的地の指定：タップして目的地を指定します。 
 

 経由地の指定：タップすると８個の経由地のアイコンが表示されます。
番号は経由する順番を表しますので、経由する順に数の少ない順にタッ

プしてください。連続する数字である必要はありませんが、数字の小さ

い順に経由するようにルート検索します。 
 

 
 

 地点の削除：右図のメニューから削除する方法を選択します。 
・マップで選択：マップ上のピンの右上に X アイコンが表示されます。
削除するピンをタップするとピンが削除されます。 
・出発地：出発地が削除されます。 
・目的地：目的地が削除されます。 
・経由地：設定されているすべての経由地が削除されます。 
・全地点：設定されているすべてのピン（出発地／経由地／目的地）が

削除されます。 
 

 ルート検索：タップすると検索を開始します。 
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ルートサマリーメニュー 
代替ルートをオンにすると、 大３つまでのルートを同

時に検索します。各ルートの行をタップしてナビゲーシ

ョンするルートを切り替えます。 
上段には、ルートの総距離〜総旅程時間が表示されます。

下段には、各ルートのサマリーが表示されます。 
表を上にスワイプすると表が上に移動して選択されたルートのみ表示されます。 
 
 
    をタップすると、下図のように各ルートの交差点などでの案内が表示されます。 
 
	 	  ：付近の Googleストリートビューが表示されます。表示されない地点もあります。 
 

：交差点付近のストリートビューを表示します。 
 
	 	 ：出発地と目的地を入れ替えます。 
 
     ：地点の詳細が表示されます。memoにメモを書き込めます。 
 
     ：右のテキストボックスに名前を入力して、地点登録します。 
	 	 	 	 Start/End/Waypointは指定できません。 
 
 ：登録地点の名前、住所、電話番号、URL,周辺マップをメールで送信します。 
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メインメニュー	 
 ナビゲーション開始：タップすると検索ル
ートがあれば、ナビゲーションを開始しま

す。ルートがなければトラッキングモード

で移動軌跡を表示します。 
＊横表示対応時でもナビゲーション開

始後は、縦横表示の変更はできません。

開始時の向きで固定されます。  
 現在地へ移動：現在地が表示マップの中心
になります。常時追随はしません。 

 交通情報尾表示：Google マップの交通状況表示機能を使用して、表示されている周辺の交通状況
を表示します。 

 アクションメニュー：以下の操作ボタンが表示されます。 
・地図：道路地図表示 
・航空写真：航空写真で地図を表示します。 
・地図+航空写真：航空写真に道路地図を表示します。 
・軌跡消去：移動軌跡を消去します。 
・全消去：検索されたルート/出発/目的/経由地を消去します。 
・検索結果消去：Google プレイスでの地点検索結果を消去しま
す。 
・出発／目的／経由地登録：ルート詳細画面が表示されます。 
出発地／目的地／経由地の欄の をタップして地点詳細画面よ

り登録します。 
・レビューを書く：アプリ(App Store)が起動しナビゲーターX
のレビューページが表示されます。ご意見、追加機能などのご要

望をお書きください。 
不具合報告などは、メールか Twitterにお願いいたします。「起
動しない」などの不具合のみをお書きになっても対応ができませ

ん。メールなどで状況をお知らせいただければ、対応いたします。

ご協力をお願いいたします。 
以下の 4つの機能はアドン Plus購入後表示されます。 
・ルート保存：検索されたルートを保存

します。任意の名前を付けてください。 
・軌跡保存：現在表示されている移動軌

跡を保存します。 
・保存ルート/軌跡読込：保存されたルートと
移動軌跡を読み込みマップ上に表示します。	 

：ルート／軌跡を読み込みマップに

表示します。 
：軌跡データを gpx形式に変換して、

メールで送信します 
・記録したビデオを見る：iTunes のフィイル

共有に保存された録画ビデオの一覧が表示さ

れます。ビデオの再生／削除ができます。 
・ 記録したビデオを見る：iTunes のフィイル共有に保存された録画ビデオの一覧が表示されます。
ビデオの再生／削除ができます。	 

・ フォトライブラリへの保存： をタップするとムービーをフォトライブラリに保存します。フ

ォトライブラリから YouTube などにムービーをアップロードできます。	 
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 保存地点（POI）一覧 
目的地／経由地／目的地を保存するには、ルートサマリーメニューから、 をタップして

ルート詳細を表示し各地点を詳細より保存します。  
保存された POIの一覧が表示されます。 
表示される順序は以下の３種類があります。 

：出発地／目的地などの設定で使用された回数で並べ替えます。 
：あいうえお順（漢字はコード順）に並べ替えます。 
：出発地／目的地などに設定したや、 初に保存した日付で並

べ替えます。 
：現在表示している順序を逆にします。 

：付近の Google ストリートビューが表示されます。表示されな
い地点もあります。 
	 削除したい地点の行を右にスワイプすると削除ボタンが表示され

ます。タップするとその地点が削除

されます。左にスワイプするとキャ

ンセルされます。 

：地点の詳細が表示されます。 
 

 POI詳細 
POIの名前を変更する時は、名前をタップしてください。左の削除ア
イコンが  保存アイコンに変わります。新しい名前で新たに POI
を保存します。変更前の POI は削除されませんので、別途削除して
ください。 
memo：メモを書き込めます。Tel:030-1234-5678 のように入力する
とその電話番号に電話をかける事ができます。Tel:は半角で、空白
か改行で他のメモと区切ってください。  
 
：電話をかけます。 

：表示されている地点(POI)を削除します。 

：出発地／目的地／経由地に設定します。 

：設定使用回数をリセット(ゼロにする)します。 
：登録地点の名前、住所、電話番号、URL、周辺マップなどをメールで送信します。 

 
 設定：各種設定画面を表示します。 
詳細は 12ページの設定を参照してください。 
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ナビゲーションメニュー 
 ナビゲーション停止：ナビゲーションを停止しま
す。 

 表示方向切替：マップの表示方法を移動方向を常
に上にするか、北を上にするかを切り替えます。

ノースアップの時は、現在地アイコンが進行方向

に回転します。 
 交通情報尾表示：Google マップの交通状況表示
機能を使用して、表示されている周辺の交通状況

を表示します。 
 縮小：マップの表示を縮小します。 
 拡大：マップの表示を拡大します。マップのダブルタップでも拡大します。 
 リルート検索：タップするとリルートします。自動リルート機能をオンでは、ルートから外れてい
る時は、アイコンが点滅します。 

 GPS 精度：GPS 精度が設定のリルート精度より悪い場合は赤、良い場合は青が表示されます。赤
が表示されている時は、リルート機能は一時的に停止しています。 

 目的地までの所要時間／到着時間：現在地点から目的地までの所要時間／到着時間が表示されます。
表示をタップすると所要時間／到着時間表示が切り替わります。一般道と高速道路は区別して計算

されています。 
 目的地までの距離：現在地点から目的地までの
距離が表示されます。ルートに沿った距離が表

示されます。 

 マップ上の をタップすると吹き出しが表示

されその地点のルート案内と住所（住所が検索

できなかった場合は緯度／経度）が表示されま

す。住所が表示されない場合は数回表示のオン

オフをすると表示される場合があります。 
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トリップコンピューター表示	 
 所要時間：目的地に到着するまでに掛かる予想時間	 
 到着時間：目的地に到着する予想時間	 
右側の表示部分をタップすると所要時間と到着時間が切り替わり

ます。	 

 残り距離：目的地までの残り距離	 
 平均速度(リセット)：ナビゲーションを開始してからの総時間と総
移動距離から計算しています。	 

右側の表示部分をタップすると時間と移動距離をリセットできま

す。	 

平均速度は、アプリを完全に終了（ホームボタンを２度タップして

終了させる）するか、リセットするまでは積算されます。	 

 高度：GPS により得られる標高を表示します。	 
	 

	 

	 

	 

スクリーンの輝度調整	 
マップ表示画面で２本指の長押しで輝度調節用のスライダーが現れます。指を離さず左右に移動すると

輝度が変化します。右に動かすと明るく、左に動かすと暗くなります。	 

スクリーンの輝度はアプリに記憶されますので次回起動した時はiPhone自体の設定での輝度に関わらず、

前回の輝度に自動的に設定されます。	 

注）アプリ内で輝度を変更した場合、アプリを終了してもアプリ起動前のiPhoneの輝度には戻りません。

アプリで設定した輝度のままです。アプリはシステムを変更する事はできない iOS の仕様です。iPhone

がスリープに入り、その後復帰すると iPhone の設定により設定された輝度に戻ります。	 
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ドライブレコーダー	 
設定でドライブレコーダーをオンにするとナビゲーション時（ルート有り無しに関わらず）に現在から

２０秒〜４０秒前までのビデオが常に保存されます。デフォルトでの録画

解像度は 360x480 ピクセルです。(アドオン Plus 購入で HD 品質まで指定で

きるようになります。)	 

録画されたビデオファイルはiTunesのファイル共有のフォルダーに保存さ

れます。１５個以上ファイルが保存されると起動時に警告がでます。また、

ディスクの空き容量が５００MB 以上ないと録画機能は有効になりません。	 

ビデオが録画されている時は、プレビューウインドウの上部中央かマップ

表示画面の右下に赤い点が点滅します。	 

(注)	 

・操作は運転手は絶対に行なわないでください。本アプリ使用中の損

害や録画されたものに対してもそれにより生じたものの損害はいか

なるものも保証されませんし一切の責任を負いません。	 
・ビデオの録画はバッテリーを多く消費します。長時間（１時間以上）

の連続録画はバッテリー充電器に繋いでご使用ください。	 

アドオン Plus の機能	 

・一時停止ボタン：録画を一時停止します。	 

・ 保存ボタン：ナビゲーションを停止せずに現時点で録画を保存し、再録
画を開始します。	 

・ 保存された録画ビデオの再生／削除機能：メインメニューのアクションメニュー の 下段の”

記録したビデオを見る”を選択すると保存されたビデオの一覧が表示されます。編集ボタンをタップ

するとファイルを削除する事ができます。PC などにビデオを保存したい時は iTunes のファイル共有の

NavigatorX を選択してください。	 

・ ビデオの再生：再生したいビデオのセルをタップしてください。ムービープレイヤが起動します。	 

・ フォトライブラリへの保存： をタップするとそのムービーをフォトライブラリに保存します。フ

ォトライブラリから YouTube などにアップロードも可能です。
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交通状況表示	 
Googleマップの交通状況表示機能を使用して、表示されている周辺の交通状況を表示します。 
	 交通状況表示は非常に細かいので、運転者は絶対に使用しないでください。渋滞状況の確認は、

必ず停車するか同乗者が行なってください。  
 
ナビゲーション中に交通状況を表示した場合も、ナビゲーションは継続していますが、交通状況の表示

は自動更新しません。交差点などの目標点に近づいた時は、警告音が鳴ります。 

：交通状況表示ページを表示します。 
非常に長距離（数 100ｋｍ）のルートを表示させると、表示までに数秒かかる場合があります。 

ナビゲーション中は、現在位置が交通状況表示マップの中心になり、現在位置に車のアイコン が表

示されます。現在位置は更新されません。 
ナビゲーション中でない時は、ルート全体を表示します。 
交通状況表示ページは、横表示にも対応しています。Free版では、交通状況ページを表示した後に横に
してください。Free版では、もとのマップ表示に戻った時に縦表示に戻ります。 
 
検索されたルートが存在する時は、交通状況が見えるようにルートの幅を広く淡く表示しています。重

複しているルートの色は塗り重ねられます。 
薄青：選択されたルート 
薄赤：代替ルート 
交通状況の色分け（Googleより抜粋） 
データを取得できるエリアでは、現在の交通状況を

色分けして高速道路と一般道に示し、データを取得

できないエリアではその旨のメッセージを表示し

ます。 
•緑: 交通状況が良い 
•黄: ある程度の交通量がある 
•赤: 交通量が多く、混雑している 
•赤/黒: とても交通量が多く、渋滞している 
•灰色: 現在利用できる情報はありません。 

 
：現在の表示範囲を維持して更新します。 
：元のマップに戻ります。 

：通常の地図表示と航空写真表示を切り替えます。地図をタップして地形図にチェックをいれ

ると、地形図表示が可能です。 
：ルートを表示／非表示にする。交通状況が見にくい時は非表示にして

ください 

：アイコンをドラックすると付近のストリートビューが見られます。道が

青色になっている道路はストリートビューのデータが存在します。 

：交通状況表示マップを拡大縮小します。 
左下の白抜きの Googleのロゴをタップすると、Googleモバイルのマップが起
動します。表示が乱れるため、起動は推奨しません。戻るには をタップし

てください。 
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 設定 
 レビューを書く：アプリ(App Store)が起動しナビゲーターXのレビ
ューページが表示されます。ご意見、追加機能などのご要望をお書

きください。 
 マニュアルタップするとマニュアルが表示されます。欄を長押しす
ると表示するためのアプリとして iBook や他のアプリを選択できま

す。 
アドオン購入：有料アドオン 

 iAdなし購入：広告なしアドオン。横表示に対応しています 
 Plus購入：広告なし、横表示、交差点拡大マップ表示、アラーム音
の指定などが可能なアドオン。 

 購入履歴の復元：アプリを再インストールした時に以前の購入履歴
を復元します。 

ルート検索オプション 
 検索モード：自動車、自転車、徒歩でのルートを検索します。自転
車は日本ではサポートされていません。 

 高速道路利用しない：オンにするとルート検索で高速道路を利用し
ません。 

 有料道路利用しない：オンにするとルート検索で有料道路を利用し
ません。 

 代替ルート：オンで 大３つまでのルートを一度に検索します。検

索条件により検索できるルート数は変化します。 
 代替ルート自動選択：Plusアドオンの機能です。ナビゲーション中
に現在地に近い代替ルートに自動で切り替えます。 

 自動ルート再検索：ナビゲーション中にルートから外れた時に、現
在位置を出発点にして再検索します。 

 間隔：精度以上外れたと感知してから再検索するまでの時間 
 精度：ルートから外れたと判定する距離。現在地点とルートの一番
近い地点までの距離です。 

表示オプション(アップデート) 
 トリップコンピュータ：マップ表示でのトリップコンピューター情
報（到着予想時間、到着所要時間、目的地までの距離、平均速度、

高度）の表示のオン／オフ 
 所要時間：到着時間：ナビゲーション中に左下に表示される時間表
示を切り替えます。表示をタップすると所要時間／到着時間表示が

切り替わります。高速道路／一般道路を区別して計算されています。 
所要時間：目的地までの所要時間を表示します。 
到着時間：目的地への到着時間を表示します。 

 自動表示切替：１０秒ごとに所要時間／到着時間を自動に切り替え
表示します。 

接近通知 
 通知する：オンで登録地点に接近した時に通知音を鳴らす。 
 距離：通知する距離 
 通知音：Plus購入で通知音が選べます。 

：設定されている通知音を再生します。 
 地点登録：接近通知する地点を登録します。 
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ナビオプション 
 位置更新間隔：現在位置を更新する時間間隔です。 
 表示距離単位：距離の表示単位を切り替えます。 
 ルートガイダンス：道案内の表示有無を切り替えます。 
 表示距離：案内を表示する交差点などの目標までの距離。 
 スリープタイマーオフ：オンにすると休止状態になりません。 
 近接センサー：オンで近接センサーが有効になります。ポケットに入れた時など、バッテリーの消
費が低くなります。 

 進行方向上：常に進行方向が上になるようにマップを回転して表示します。 
 磁気コンパス：磁気コンパスを用いて常に向いてい方向が上になるようにマップを表示します。 
 自動ヘディング：移動速度が 2km/ｈ以下でマップの表示を磁気コンパスに切り替えます。2km/ｈ
以上では進行方向が上になります。徒歩での使用を主に考えています。 

 アラーム音：交差点などの目標点から 400ｍ地点でアラーム音を鳴らします。 
 

ドライブレコーダー 
	 iPhoneのディスクの空き容量が５００MB以上ないとオンにはなりません。警
告ウィンドウが表示されたら、iTunesのファイル
共有で不要なファイル（録画ビデオなど）やアプ

リを削除して空き容量を増やしてください。 
	 削除方法：iTunesで iPhoneを選択して Appタ
ブをタップします。ウィンドウ下のファイル共有

で NavigatorX を 選 択 し て 、 右 の 欄 か ら

output_20xx-xx.mov をクリックしてキーボード
の delete キーを押してください。アドオン Plus
購入時には、ナビゲーション画面のアクションメニューから削除が可能です。 

 ドライブレコーダー：オンでナビゲーション時に録画します。 
 プレビュー表示：オンでナビゲーション画面の右に録画のプレビューを表示します。録画中はプレ
ビューウィンドウの上部の赤の点が点滅します。 

 自動保存する衝撃の感度：スライドバーで録画ビデオの自動保存する iPhone に加わった衝撃の大
きさを指定します。右にするほど大きな衝撃でないと自動保存しません。デフォルトでは、２Gの
衝撃が加わった時に自動保存します。自動保存後再録画が開始します。 
(注 )この機能はあくまで補助機能です。衝撃が加わった時に必ず停止するわけではありませ
ん。その時点で過去の画像を保存したい時はナビゲーションを中止してください。  

 録画品質(アドオン Plus購入時に有効)：録画するビデオの品質（解像度）を指定します。 
低	 ：360x480 
中	 ：480x640 
高	 ：720x1280 
HD ：1080x1920 
高解像度になるほどメモリ、CPU、ディスク容量を多く消費します。また、バッテリ寿命も短くな
る事を考慮して録画品質を指定してください。
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アドオン広告なしでの追加設定 

 iAdを表示：iAdの表示をオン／オフします。 
オンでは、縦表示に固定されます。 
 

アドオン Plusでの追加設定 
表示オプション 
 ルート／トラックの色と幅：検索ルートと移動軌跡の表示色
と幅を変更します。 

：変更する項目を選択して

ください。 
 ：選択された項目の幅と色を指定するピックアッ

プビューが表示されます。幅と色を選択してください。 
 
枠内をタップするとその部分

の色を指定できます。 

：線の透明度を指定します。右端が完全に不透

明で、左が透明になります。 

設定した変更をすべて破棄して、設

定に戻ります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
接近通知 

 通知音 
通知するグループごとに音声を設定できます。オービスや取り締

まり箇所などは別々の音声を定義すると便利です。 
：グループごとのアラーム音選択画面になります。 

グループリスト画面が表示されます。 
：設定されているアラーム音を再生します。	 

：通知音選択メニューが表示されます。詳細は P20 を参照してくだ

さい。	 

 
 地点登録 
詳細は P19を参照してください。 
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 アラーム音：オンで以下の各地点で指定されたアラーム音を鳴らし
ます。	 

• ポイントから 150m	 
• ポイントから 400m	 
• 目的地付近	 
• 経由地点付近	 
	 

：上記地点付近で鳴るアラーム音選択画面になります。	 

：設定されているアラーム音を再生します。	 

	 

 右左折アラーム：目標地点での曲がる方向を音声案内します。	 
 距離：音声案内する地点からの距離：	 
曲がる角度が 15 度以上の時に音声で右折／左折を知らせます。	 

• 左折時の音	 
• 右折時の音	 
：アラーム音選択画面になります。	 

：設定されているアラーム音を再生します。	 

	 

 ルート外れ通知：ルートを外れた時(逆走時にも)に警告音とアラー
ムアイコンで通知します。	 

	 ：アラーム音選択画面になります。	 

	 ：設定されているアラーム音を再生します。 
 交差点拡大表示：目標地点から４００ｍで目標地点付近の拡大地図（縦約２５０ｍ横５００ｍを表
示）をポップアップします。ピンチアウト／インでマップの拡大縮小が可能です。マップの表示方

向は、進入方向が常に上で、交差点などを曲がっても回転はしません。	 

	 	 ：拡大マップを非表示にします。	 	 

拡大マップは、目標点を過ぎたと検知した時に自動的に非表示となります。	 

＊まれに、GPS やルートの複雑性などで目標以前で非表示になる場合があります。	 

	 

 ストリートビュー	 
交差点拡大表示オン時、交差点に接近時に付近のストリートビュー

を表示します。	 

iOS5 では、横表示にのみ対応しています。	 
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地点検索 
 
地点検索は、住所検索、緯度経度、Google プ
レイスに対応しています。 
 
・ 東京都中央区銀座３−５−１２と入れると、
アップルストア銀座にピンがドロップしま

す。ピンをタップするとコールアップが表

示されます。左のアイコンをタップすると、

その地点を出発地、目的地、経由地に指定

できます。 
検索欄に、緯度,経度(35.1024,135.1234：東
経、北緯はプラス、西経、南緯はマイナス

の値)を入れて検索するとその位置にピンが
ドロップします。 
 
 

・ ：連絡先を開きます。連絡先に住所がある場合にはその住所を検索

します。メモ欄に緯度、経度(35.1024,135.1234)が入っている場合にはそ
の位置を優先します。連絡先をタップすると、出発地、目的地、経由地、

ランドマークの選択ボタンが表示されますので、選択してください。ピン

がドロップして、検索地点がマップ中心に移動します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
・検索欄の下に Googleプレイスの４つのボタンが表示されます。 
 

 
 
コンビニ：付近のコンビニエンスストアを検索します。 
ガソリン：付近のガソリンスタンドを検索します。 
レストラン：付近の飲食店を検索します。 
ホテル：付近の宿泊施設を検索します。 
右２つのボタン（レストラン、ホテル）は、直近で検索できた検索キー２つ

に置き換えられます。表示名は漢字ひらがなで５文字、アルファベットで１

１文字です。それより長い検索キーはその長さに切り詰められますが、検索

はもとの検索キーで検索されます。 
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Googleプレイスによる店舗などの地点検索 
1. 地点検索欄に検索したい地点の名前／カテゴリ（コンビニ、銀行など）を入力して検索します。 

 
検索範囲は、検索時に表示されているマップの表示範囲となります。

小さい地域を表示している時は、その地域で 大２０個まで検索結果

を表示します。表示順序は、Google プレイスの人気順となります。 
検索結果が、不十分の時はマップの表示範囲を変更して再度検索して

ください。 
 
プレイスで検索失敗した場合は、自動的に、住所検索を行ないま

すので外国の地点に移動する事があります。その場合は、マップ

の表示範囲を替えたり、検索名を変更してください。  

検索欄の か、マップ右の◀をタップすると検索結果一覧が表示され
ます。 
検索結果を消去するには、メインメニューからアクションアイコンを

タップしてください 
  
2. 各検索地点ピンをタップするとコールアップが表示されます。 

：その地点のストリートビューの表示や出発地／目的地／経由地に

設定したり、検索結果一覧／検索結果消去が行なえます。 
：その地点の詳細が表示されます。 

 
3. 検索結果一覧は、Googleプレイスの人気順に表示されています。各地

点の下段の距離は、現在地からの距離を表しています。 
右上の▽をタップすると、現在地から近い順に並べ替えられます。再

度、タップすると人気順になります。 
：その地点付近の Googleストリートビューが表示されます。 
：検索地点の詳細情報が表示されます。 

 
4. 検索地点の詳細情報 

 ：その地点を出発地／目的地／経由地に設定できます。 
 ：地点登録されます。 
：詳細情報（Googleプレイス）が表示されます。 
：電話をかけます。 
：検索地点の名前、住所、電話番号、URL,マップがメールで送信で
きます。 
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トリップコンピューター(アドオン Plusの機能) 
マップ表示画面で ボタンをタップするとトリップコンピュータ

が表示されます。以下の項目が表示できます。 
上部のページコントロールボタンをタップするか、すばやく画面を横

にスワイプすると標高履歴表示画面が表示されます。 
• 速度：GPSにより測定された移動速度 
• コンパス：移動速度が 10km/h以下の時、磁気コンパスのによ
り iPhone の上が示す方向を指します。10km/h 以上の時は、
GPS による移動方向を指します。車の中で使用する場合、正
しい方向を示さない事があります。 

• 次の地点までの距離：次のルート案内地点までの距離（ナビゲ
ーション時に表示） 

• 目的地までの距離：目的地までの残り距離 
• 高度：GPSにより得られた現在位置の標高 
• 位置(緯度/経度)：現在位置の緯度/経度 
• 総時間：ナビゲーション/トラッキング中の時間の総和 
• 移動時間：ナビゲーション/トラッキング中で動いている時間
の総和 

• 停止時間：停止している（4km/h以下）時間の総和 
• 総距離：ナビゲーション/トラッキング中に移動した距離 
• 全体平均速度：総距離を総時間で割った速度 
• 移動平均速度：移動している（4km/h以上）時間のみの平均速度 
• 上昇/下降速度：高度の変化の速度。負の速度は下降を表します。 
• 大速度：ナビゲーション/トラッキング中の 大速度 
• 日の出/日の入り/方位：今日の日の出時刻/日の入り時刻/それぞれの方位(北から時計回りで計った
角度、東は 90°南 180°になります。時刻／方位角は、GPS による位置/標高をもとに計算して
います。地形や気象条件などは考慮されていませんので、実際の日の出／日の入り時刻とは数分

ずれる可能性があります。 
表示をスワイプアップすると明日の日の出時刻/日の入り時刻/それぞれの方位を計算して表示し
ます。スワイプダウンすると今日の時刻に戻ります。 

• 南中/高度：太陽が子午線（真南）を通過する時刻と高度 
表示をスワイプアップすると明日の南中/高度を計算して表示します。スワイプダウンすると今日
の表示に戻ります。 

• ルート外れ：現在ナビゲーション中のルートとの距離。GPS
の誤差により大きく変動する事があります。 

• GPS精度：水平方向と垂直方向の GPSの精度 
 

• 戻る：マップ表示画面に戻ります。 
• リセットデータ：トリップコンピューターのデータを初期化
します。 
トリップコンピュータのカウンターは、アプリを完全に

終了するかリセットボタンでリセットするまで積算さ

れます。  
 

表示項目の変更方法  
表示を変更したいデータをタップすると表示データ変更アクション

メニューが表示されます。スクロールしてすべてのデータを確認し

てください。データ項目を選択すると表示データが切り替わります。 
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標高履歴表示 
グラフと標高関連データ表示を表示します。 

：標高-経過時間のグラフを表示します。 
：標高-走行距離のグラフを表示します。 

高高度： 高高度を表示します。 
低高度： 低高度を表示します。 

累積高度：上昇時の高度を累積した値を表示します。 
上昇速度：マイナスの値は下降速度を表します。 
勾配：１００メートルあたりの上昇標高を表示します。 
高勾配：勾配の 大値を表示します。 

注）勾配の計算には GPSからの標高を用いますが、垂直方向の誤差
が大きいため、表示される値は目安とお考えください。垂直方向の

誤差が大きい場合は、 大勾配に反映されません。 
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接近通知の設定方法 
① 設定アイコンをタップして、設定画面を表示する。 
② 接近通知の地点登録右の をタップして、接近通知地点グループ登録画面を表示する。 
接近通知のオン／オフは、ここで作成したグ

ループ単位で行なわれます。グループをタッ

プすると左にチェックマークが表示され、そ

のグループの接近通知が有効になった事を

示します。 
無料版では、距離のみで接近を判定（全

方位）して通知します。  
③ ＋ボタンをタップして作成するグループ名
をポップアップしたウィンドウに入力し、

OKをタップします。 
④ 作成したグループの右の をタップして登

録地点一覧画面を表示します。＋ボタンを
タップすると登録地点一覧画面が表示され

ます。 
無料版では、保存地点一覧からのみ登録可能です。アドオン Plus購入でファイルからの一括登録が可
能になります。 

⑤ 一覧より登録する地点の行をタップしてください。連続して複数地点の登録が可能です。登録が終了
したら、戻るをタップすると地点登録画面にもどります。 
有効になっているグループの地点一覧は現在地点から近い順に表示され、各地点の下段の左に、現在

地点からの距離が表示されます。右側は、緯度／経度を表示します。 
 
アドオン Plus 購入後は接近方位角の設定が可能です。  
⑥ 接近方位角の設定 
登録された地点の右の をタップすると接近ポイントの詳細画面となり、接近方位角が設定できま

す。 
スイッチをオンにすると、接近方位角判定が有効になります。デフォルトでは、オフになっており、

地点までの距離のみ（全方位からの接近）で判定しています。 
接近方位角は北を０度とし、右回りに３６０度未満です。登録方位角左右 45 度以内で登録地点に接
近したときに通知します。 
高速道路などの上下線の区別などに

使用できます。 
 
北上して（真南から）地点に接近する

場合は、進行方位角は真北になります

ので、接近方位角は０と入力してくだ

さい。 
 
	 スライドバーにより、接近方位角が

指定できます。値の変化にともない接

近方位角矢印が回転します。矢印を接

近する方向に向くようにスライドさ

せてください。 
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アラーム音選択 
 iPod	 library：iPhone のミュージックライブラリ内の曲をアラーム音
に指定します。ライブラリが表示されますのでご希望の曲を選択して

ください。再生時間は曲のはじめから５秒に制限されます。	 

アラーム音に iPod ライブラリを選択した場合は、ミュージックの再
生と両立しません。再生中にアラーム音が鳴ると曲の再生は停止しま

す。 
ミュージックアプリで曲を再生中に、ナビゲーターX を起動するとナ
ビゲーション中でもミュージックを聞く事ができます。 

 Sound	 Files：iTunes のファイル共有で	 NavigatorX の書類フォルダに
置かれた mp3, wav形式の音声ファイルを指定できます。 
音声ファイルには、ファイル拡張子(mp3,MP3,wav,WAV)を必ずつけ
てください。mp3,MP3,wav,WAV以外の拡張子では、音源ファイルを
読み込めません。 
ファイル共有による音源には 5 秒の制限は設けていません。音源ファイルを 後まで再生します。

適切な再生時間のファイルをアップしてください。ファイルの削除は iTunes ではできません。ア
プリの音源ファイル一覧から削除してください。	 

 Alarm, Alarm Clock ・・・・ 
アプリで用意したアラーム音です。音源は SoundBible.comからです。	 

 
 

 
 
 
 
 
 
保存したデータのバックアップ方法 
① iPhoneを iTunesに接続します。 
② 左の欄から接続した iPhoneを選択。 
③ 上のタブで Appを選択。 
④ 下の欄をスクロールして、ファイル共有をの NavigatorXを選択します。 
⑤ NavigatorXの書類フォルダに地点が保存されたファイル poi.dataが表示されます。このファイル
を、PC にコピーしてください。絶対にこのファイルを編集しないでください．アプリが起動しな
くなる場合があります。 
approachPoints.dataは、接近通知地点の情報が保存されたファイルです。このファイルはアドオ
ン Plus購入時に作成されます。 
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アドオン Plusでの接近通知地点一括登録方法 
（アドオン Plus購入時に有効です） 

 
接近通知地点の一括登録は iTunesファイル共有のNavigatorXの書類フォルダに以下の alarm.datをコ
ピーして行ないます。 
ファイルのコピーは、ナビゲーターX を完全に終了（ホームボタンを２回タップして、アプリを
終了する。）してから行なってください。  
 
① 初にグループを登録して、そのグループに地点を登録してください。 
② テキストエディタを起動します。 
③ 以下のフォーマットで１地点に対して１行（必ず４項目）をカンマ区切りで作成します。  
	 緯度,経度,名前,接近方位角  
実例 
34.8018123,133.8271173,セブンイレブン山中湖店,315  
35.51414,138.84064,富士吉田線都留下りループコイル,230 
35.51454,138.84116,富士吉田線都留上り, ループコイル,50 
	 	 	 	 	 	 	 	 ・ 
	 	 	 	 	 	 	 	 ・ 
	 	 	 	 	 	 	 	 ・ 
となります。複数行可能です。  
緯度：-90から+90まで 
経度：-180から+180まで 
名前：一覧に表示される名前です。同一グループ内では名前の重複は許されません。 
接近方位角：北を 0として時計回りに 360未満です。  
接近通知は、進行方向左右 45度以内で登録地点に接近したときに通知します。  
地点詳細表示画面で、接近方位角スイッチをオフにすると接近判定は距離のみです。 

④ ファイルをファイル名 alarm.dat として保存します。エディタにより自動的に txt の属姓名が付
加されることがありますので注意してください。保存した alarm.dat を iTunes ファイル共有の
NavigatorXの一番上の階層にコピーします。 

⑤ 通知地点登録で登録するグループの をタップして 地点登録画
面を表示します。 

⑥ ＋ボタンをタップすると”保存 POI から”、”ファイルから”のボタ
ンがポップアップしますので、”ファイルから”をタップします。 

⑦ コピーした alarm.dat ファイルから地点が読み込まれ一覧表示さ
れます。 

⑧ 戻るをタップして、グループ一覧画面に戻ります。 
⑨ このグループを有効にするには、グループ名をタップします。チ
ェックマークが表示されれば、接近通知がそのグループで有効に

なっています。 
 


