
Ｇ－ＢＯＯＫコンテンツＳＤダウンロード マニュアル 
 

Ｖ１．２対応版 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ－ＢＯＯＫコンテンツＳＤダウンロード マニュアル 

  

V1.20 対応版  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 



Ｇ－ＢＯＯＫコンテンツＳＤダウンロード マニュアル 
 

Ｖ１．２対応版 

  
  

 

目次 
1. はじめに                

1.1  Ｇ－ＢＯＯＫコンテンツＳＤダウンロードとは     １ 

1.2  必要なもの                   １                         

1.3  通信環境                      １ 

1.4  動作環境                     １ 

2．インストール                     ２ 

2.1  インストールを行う前に                          ２ 

2.2  インストール                         ２ 

2.3  プログラムのアンインストール               ６ 

2.4  プログラムのバージョンアップ               ６ 

3. 環境設定                             ７ 

4. 操作手順                               ８ 

4.1  SD リーダーライター接続                                   ８ 

4.2  インターネットからのコンテンツ獲得 

[カードナビ地図 全国図]                          ８ 

4.3 インターネットからのコンテンツ獲得 

[カードナビ地図 市街図]                 １５ 

4.4 インターネットからのコンテンツ獲得  

   [ゲーム 他]                                               １７ 

4.5 ローカルコンテンツ                             ２０ 

5. エラー時の対応                          ２４ 

6. メッセージ一覧                              ２５ 

6.1 エラーメッセージ                    ２５ 

      6.2 詳細コード一覧                            ２８ 

 

 

 

 



Ｇ－ＢＯＯＫコンテンツＳＤダウンロード マニュアル 
 

Ｖ１．２対応版 

- -  
 

1

 

１．はじめに 
 
１．１ Ｇ－ＢＯＯＫコンテンツＳＤダウンロードとは 

Ｇ－ＢＯＯＫコンテンツＳＤダウンロードとは、インターネットまたは CD 等の G-BOOK が提
供していく地図やゲーム,動画，音楽などのデータ（以降コンテンツと記述します。）を必要な
時に SD メモリーカードにダウンロードさせることができる専用のプログラムです。 
本プログラムを使用して SD メモリーカードにダウンロードしたコンテンツは、G-BOOK 車載機
をはじめ、SD メモリーカードを使用した様々な装置・ソフトウェアでご利用いただくことがで
きます。（注：コンテンツなどにより使用できる装置・ソフトウェアが異なりますのでご利用
時にはご注意ください。また、CD 等による配布およびコンテンツは順次拡大されていきます。）
本プログラムを使用することで G-BOOK の楽しみがさらに広がります。使用に際しては本マニ
ュアルをご熟読の上ご利用いただくようにお願いいたします。 
 

１．２ 必要なもの 
（１） インターネットへの接続環境 

SD メモリーカードに各種データをダウンロードする際、インターネット経由でデータの使
用権利（ライセンス）を獲得します。また、最新の料金情報も獲得するため、インターネ
ットに接続環境が必要になります。ダウンロードするデータはデータによって時間のかか
るものがあります。ご利用時にはブロードバンドのご環境を推奨します。 

（２） パソコンおよび OS 
利用するにあたって、当ソフトウェアの動作条件にあったパソコンとOSが必要になります。 
動作条件に関する詳細は「１．４ 動作環境」をご覧ください。 

（３） SD ドライブ 
SD メモリーカード用 USB リーダーライタードライブが取り付けられて使用可能な状態にな
っている必要があります。また、SD メモリーカード用 USB リーダーライターは G-BOOK がご
推奨するものをご利用下さい。 
ハードウェア添付のドライバソフトはあらかじめインストールされている必要があります。 

（４） SD メモリーカード 
コンテンツ書込み先の SD メモリーカードです。 

 
１．３ 通信環境 

インターネットに接続できる状態になっている必要があります。自動ダイヤルアップ機能のない
モデムをお使いの方は、当プログラム起動前にダイヤルアップ接続をしておいてください。この
プログラムからの自動ダイヤルアップはしません。 

 
１．４ 動作環境 

（１） パソコン 
下記 OS が動作可能な DOS/V マシン、PC98-NX シリーズ、PC9800 シリーズ 

（２） OS 
日本語 Windows2000/XP 

（３） CPU 
PentiumⅢ以上を推奨 

（４） メモリ 
128M バイト以上 

（５） ハードディスク 
インストール、実行時に 50M バイト以上必要。 
(全国地図をダウンロードする場合は別途 500M バイト以上の空き容量が必要) 
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２．インストール 
 
２．１ インストールを行う前に 
 

① 動作している全てのアプリケーションプログラムを終了させてください。 
② SDメモリーカード用USBリーダーライターのドライバが設定されて動作可能となっていること

を確認してください。 
③ インストールする時には、インターネットに接続されていることを確認して下さい。 

 
 
２．２ インストール 
（１）インストーラ起動 

［GbookDlSetup.exe］の名前のプログラムを実行してください。（OS が Windows2000/XP 以外
の場合はエラーとなります。） 
 

 
 

[次へ]をクリックします。 
 
インターネットに接続されていない場合には、以下の画面が出力されることがあります。 
この場合には、インターネットへの接続をした後にインストールを実施して下さい。 
 
  

 



Ｇ－ＢＯＯＫコンテンツＳＤダウンロード マニュアル 
 

Ｖ１．２対応版 

- -  
 

3

既にプログラムがインストール済みの場合には以下の画面が表示されます。新規インストールの場
合には、表示されません。 [次へ]をクリックします。(削除しかできません。) 
 

   
 

使用許諾契約をお読みになり、同意する場合には[はい] をクリックします。 
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（２）インストール先のフォルダ指定 

インストール先のフォルダを変更する場合は、[参照]をクリックして個別に指定してください。 
 

 
 
[次へ]をクリックします。 
 

 
プログラムフォルダを選択して、[次へ]をクリックします。 
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(３) セットアップ 
    
   プログラムのセットアップが開始します。 
 

 
 
（４）完了通知 

再起動すればインストール完了です。 

 
 
[完了]をクリックします。 
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２．３ プログラムのアンインストール 
 

  プログラムのアンインストールは、［コントロールパネル］の［アプリケーションの追加と削
除］ から、「GBookDl」で削除してください。 

 
 

２．４ プログラムのバージョンアップ 
 

  すでにインストールされているプログラムでは地図を最新にすることが出来ません。 
 

 

 
 

 
  お手数ですが、プログラムのアンインストール、インストールの手順でプログラムを最新にし

てください。 
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３． 環境設定（プロキシを設定する場合のみ） 
 

インターネットの接続する環境でプロキシを設定している場合にはプロキシの設定を 
行う必要があります。 
 

（１）プログラムを起動し、トップ画面の[設定]をクリックします。 
 

 

    
 
 
（２）プロキシ情報を設定します。 
   プロキシを使用するのチェックボックスを選択します。 
   次にアドレスとポートを入力します。 
 

内容設定後、[実行]をクリックすることにより設定内容が反映されます。 
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４． 操作手順 
 
４．１ SD リーダーライター接続 
 

SD リーダーライターをパソコンの USB ポートに接続してください。 
   SD リーダーライターは、G-BOOK ご推奨のものをご使用下さい。 
 
４．２  インターネットからのコンテンツ獲得[カードナビ地図 全国図] 
 
（１）インターネットの選択 
 

インターネットからコンテンツを獲得して、SD メモリーカードにダウンロードする場合、 [イン
ターネットでコンテンツを獲得する場合]をクリックします。 

 

  
 



Ｇ－ＢＯＯＫコンテンツＳＤダウンロード マニュアル 
 

Ｖ１．２対応版 

- -  
 

9

 
（２）メニュー指定 
 

画面表示に従いコンテンツを選択します。インターネットから購入できるコンテンツのメニュー
が表示されるので、メニューに従い、コンテンツを選択します。 

 

  
 
 
                     次のメニューがある場合には 
                     次のメニューが表示されます。 
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（３）ダウンロード確認 
 

ダウンロードをするか確認をする画面が表示されます。コンテンツをダウンロードする場合には
[ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞする]をクリックします。 

  

     
    
 
（４）コンテンツダウンロード表示 
 

ダウンロード中の進行状況をゲージで表示します。データ容量が大きいと時間がかかる場合があ
ります。（[キャンセル]をクリックすると受信を中止します。） 
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（５）購入確認 
 

ダウンロード対象コンテンツの情報が表示されます。 
 

 
 

購入してよければ [購入する] をクリックします。 
 
 
（６）会員確認 
 

GAZOO の会員 ID とパスワードを入力します。GAZOO の会員登録をされていない場合には GAZOO 
会員の登録をお願いいたします。 
 

 
 

入力後 [確認] をクリックします。 
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（７）カード番号入力 
 

決済をするクレジットカード番号と有効期限を入力します。 
  ミリオン，VISA，Master，JCB または AMEX カードがご利用できます。 
  使用するカードを選択し、カード番号と有効期限を入力してください。 
 

     
 

入力後 [購入] をクリックします。 
 
カード番号および会員 ID は、SSL より強固な信頼性の高い暗号化方式で送信されます。 
インターネットでのご購入を安心して実行していただけます。 

 
 
（８）実行確認 
 

実行確認メッセージが表示されます。 
 

 
 

[はい]をクリックするとライセンス購入～SD メモリーカードへのダウンロードまで、実行されコ
ンテンツが SD メモリーカードに保存されます。コンテンツに応じた料金が課金されます。 
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（９）実行中表示 
 

実行中、下記のメッセージが表示されます。 
 
 
 
 
 

ライセンス確認中 
 
 
 

書き込み中です 
SD メモリーカードを抜かないでください。 

 
 
 
 

 
 

SD メモリーカードへの書き込みが完了です。[OK] をクリックしてください。 
 

 
注意  SD メモリーカードを書き込み中（SD メモリーカード用 USB リーダーライターのランプ点灯中）

には SD メモリーカードは抜かないでください。 
 

SD メモリーカード書き込み中に、誤ってプログラムを終了してしまったり SD メモリーカードを
抜いてしまった場合には料金が課金されています。しかし、SD ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞを正しく設定して、再度
本プログラムを実行し、[インターネットでコンテンツを獲得する場合]または[ローカル]を実行
すると以下の画面が表示されます。 
この画面で[再実行]することで、課金されることなく再度、SD ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞにダウンロードが実行

できます。ただし、３回以上 再実行を繰り返すと課金されますのでご注意下さい。 
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４．３ インターネットからのコンテンツ獲得[カードナビ地図 市街図] 
 

カードナビ地図の市街図を選択すると、市街図番号入力画面が表示されます。 
この画面は購入したい市街図番号を入力する画面であり、市街図番号は専用のビューアーソフト
で調べます。市街図を購入する場合には、全国地図が保存されている SD メモリーカードが必要と
なります。地図ビューアーソフトで全国地図が入っている SD メモリーカードかご確認ください。 

 
（１）市街図番号指定画面 

地図メニューから「市街図」を選ぶと、下記画面が表示されます。 
テキストボックスに市街図番号（６桁数字）を入力する画面です。 
[地図ﾋﾞｭｰｱｰ] クリックすることにより、別ウィンドウにて地図ビューアーが起動します。その画
面にてダウンロードする市街図番号を調べます。全国地図が SD メモリーカードに保存されていな
い場合には、地図の表示が行われません。 

      
 
（２）地図ビューアー画面 

SD メモリーカードに入っている全国地図を読み込み、画面上全国地図の表示を行います。 

 
※地図ビューアーの操作方法は、このソフトの HELP を参照してください。 



Ｇ－ＢＯＯＫコンテンツＳＤダウンロード マニュアル 
 

Ｖ１．２対応版 

- -  
 

16

 
（３）市街図番号指定 
 

市街図番号（６桁数字）を入力し、[指定]をクリックすることにより、入力市街図番号の情報が
表示されます。 

  
 
 

 
 

       
 

 
 

以降の操作は、全国図と同じです。詳しくは４．２ インターネットからのコンテンツ獲得[カー
ドナビ地図 全国図]項の（４）コンテンツダウンロード表示 以降をご覧参照ください。 
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４．４ インターネットからのコンテンツ獲得[ゲーム 他] 
        
       ゲームや他のコンテンツは以下の手順で SD メモリーカード書き込みできます。 
 
（１）インターネットの選択 
 

インターネットからコンテンツを獲得して、SD メモリーカードにダウンロードする場合、 [イン
ターネットでコンテンツを獲得する場合]をクリックします。 

      
  

（２）メニュー指定 
 

画面表示に従いコンテンツを選択します。インターネットから購入できるコンテンツのメニュー
が表示されるので、メニューに従い、コンテンツを選択します。以降はゲームを例として記述い
たします。 

 

  
 
 
                     次のメニューがある場合には 
                     次のメニューが表示されます。 
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                     次のメニューがある場合には 
                     次のメニューが表示されます。 
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（３）ダウンロード確認 
 

ダウンロードをするか確認をする画面が表示されます。コンテンツをダウンロードする場合には
[ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞする]をクリックします。 

  

     
 
 

以降の操作は、全国図と同じです。詳しくは４．２ インターネットからのコンテンツ獲得[カー
ドナビ地図 全国図]項の（４）コンテンツダウンロード表示 以降をご覧参照ください。 
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４．５ ローカルコンテンツ（ローカルとはこのプログラムが動作しているパソコンを指します。） 
 
   CD メディアの配布サービスが行われ CD のメディアからダウンロードする場合に使用します。 

(サービス実施状況などは g-book.com 等でご確認下さい。) 
 

（１）ローカルの選択 
 

CD のメディアにて配布されたコンテンツを使って SD メモリーカードにダウンロードする場合、ド
ライブに CD を挿入後、[ローカル]をクリックします。 

      
  

（２）ドライブ選択 
 

コンテンツの入ったドライブ名をクリックします。 
（一覧にハードディスクのドライブは表示されません。） 
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（３）メニューファイル指定（コンテンツメニューが存在しなかった場合） 
 

下記の画面が表示された場合は、ドライブの指定に誤りがあったか CD が認識されていないかこ
のプログラムで使用できない CD を使用された可能性があります。この場合には前に戻って再度ド
ライブ選択するか、[参照]をクリックしてドライブおよびファイルを指定します。（ファイルは
GbookDlTop.xml を選択してください。） 

 

      
 

ダウンロードメニューファイルを選択し、[指定]をクリックするとコンテンツメニュー画面に遷
移します。 
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(４) メニュー指定 
 

画面表示に従いコンテンツを選択します。メニューから、コンテンツを選択します。 
 

  
 
 
                     次のメニューがある場合には 
                     次のメニューが表示されます。 
 

        
     

「購入確認」画面が表示されます。 
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（５）購入確認 
 

ダウンロード対象コンテンツの情報が表示されます。 
 

 
 

購入してよければ [購入する] をクリックします。 
 

以降の操作は、全国図と同じです。詳しくは４．２ インターネットからのコンテンツ獲得[カー
ドナビ地図 全国図]項の（６）会員確認 以降をご覧参照ください。 
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５． エラー時の対応 
 

（１） 起動しない 
・ アンインストール後、再度インストールをして再度動作をご確認ください。 

 
（２） 通信エラー 

・ ブラウザ等から、インターネットに接続できるか確認してください。 
・ プロキシ経由でインターネットに接続する環境の場合、プロキシ設定を確認してくだ

さい。 
・ ダイヤルアップ接続の場合、自動接続はしませんので、事前にダイヤルアップしてお

いてください。 
 

（３） 書き込みエラー 
・ SD メモリーカードが LOCK されていないことを確認してください。 
・ プログラムをインストールしたハードディスクに、十分な空き領域があることを確認

してください。 
・ 処理中に他のプログラムで、SD メモリーカードリーダーライターにアクセスしていな

いか確認してください。 
・ SD メモリーカードは出荷時にフォーマットされていますが、再度 SD メモリーカード

をフォーマットする際には、専用のフォーマットソフトを使用してください。フォー
マットした場合には、全てのデータが削除されます。SD メモリーカードのデータ退避
等は、専用ソフトを使用してください。 

・ SD メモリーカードリーダーライターのアクセスランプが点灯中に、SD メモリーカード
をドライブから決して抜かないでください。 

 
（４） 対応不能 

・ 初期状態にリセットする 
初期画面の設定ボタンをクリックすると、プロキシ設定画面に遷移します。[ｵｰﾙﾘｾｯﾄ]
をクリックすると、初期設定に戻します。 
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６． メッセージ一覧 
６．１ エラーメッセージ 

メッセージ 対処 
ファイル名が未入力です ファイル名が入力されていません。必須入力です。 
ＩＤが未入力です ＩＤが入力されていません。必須入力です。 
ＰＡＳＳが未入力です パスワードが入力されていません。必須入力です。 
ＳＤドライブが未選択です 複数ある SD ドライブが選択されていません。書き込

み先のドライブを指定してください。 
市街図コードが未入力です 市街図コードが入力されていません。必須入力です。 
市街図コードに数字以外の文字があります 市街図コードには半角数字で入力してください。 
市街図コードの桁数が不足しています 市街図コードの入力は６桁数字です。入力内容を確

認してください。 
カード番号が未入力です クレジットカード番号の入力に誤りがあります。全

ての欄が入力されているか確認してください。 
カード番号に数字以外の文字があります クレジットカード番号に半角数字以外の文字が入力

されました。入力内容を確認してください。 
カード番号の桁数が不足しています クレジットカード番号の入力は１６桁です。入力内

容を確認してください。 
カード有効期限が未入力です クレジットカードの有効期限が未入力になっていま

す。必須入力です。 
カード有効期限に数字以外の文字があります クレジットカードの有効期限に半角数字以外の文字

が入力されました。入力内容を確認してください。 
カード有効期限の桁数が不足しています クレジットカードの有効期限の年は西暦の下２桁で

入力し、月は２桁で入力してください。（１～９月は
01～09 と入力してください。） 

カード有効期限が当月以降ではありません クレジットカードの有効期限に期限切れのものが指
定されました。入力内容を確認してください。 

アドレスが未入力です プロキシを使用する指定がされていますが、プロキ
シのアドレスが入力されていません。 

ポート番号が未入力です プロキシを使用する指定がされていますが、ポート
番号が入力されていません。 

ポート番号に数字以外の文字があります ポート番号は半角数字で指定してください。 
インターネットからの獲得に失敗しました 
FILE=[ファイル名] 
ERR CODE=[エラーコード] 

インターネット上のファイルのアクセスが異常とな
りました。通信環境を確認後、再度実行してくださ
い。 

インターネットにアクセス出来ませんでした インターネットにアクセスできません。通信環境を
確認後、再度実行してください 

ダウンロードに失敗しました 
FILE=[ファイル名] 

インターネット上のファイルのアクセスが異常とな
り、ファイルがダウンロードできませんでした。通
信環境を確認後、再度実行してください。 

SD メモリーカードを挿入して下さい SD メモリーカードが準備されていません。ドライブ
の確認をしてください。 

不明なカードが挿入されました SD ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞを
確認してください 

SD メモリーカード以外のカードが挿入されていま
す。ドライブの確認をしてください。 

SD メモリーカードがロックされています SD メモリーカードが LOCK 状態です。LOCK を外し、
再度実行してください。 

SD ドライブが準備されていません SD リーダーライタが準備されていません。ドライブ
の確認をしてください。 
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メッセージ 対処 
ディスクの容量が足りません 
Drive = [ドライブ名] 

ダウンロードするためのハードディスク領域が足り
ません。不要なファイルを削除してから再実行して
ください。 

SD メモリカードの容量が足りません。 
Drive = [ドライブ名] 

SD メモリーカードの容量が不足しています。SD メモ
リーカードの空き容量を確認してください。 

SD チェックでエラーが発生しました 
ERR CODE=[-30000] 
DETAILS CODE=[詳細コード] 

有効な SD メモリーカードが挿入されていません。SD
メモリーカードを確認してください 

入力された市街図コードに対応したファイルが
存在しません 

入力した市街図コードの入力に誤りがあるかまた
は、指定した CD・インターネットには該当の市街図
がありません。入力内容の確認と CD の確認をしてく
ださい。 

地図ビューアーが起動している場合、指定でき
ません 

全国地図の書き込みを行う時、地図ビューアーが起
動していると書き込むことができないので、地図ビ
ューアーを終了させてから実行してください。 

この SD ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞは扱えないﾌｫｰﾏｯﾄです 
ERR CODE=[-400] 
DETAILS CODE=[エラーコード] 

挿入された SD メモリーカードが G-BOOK で使用でき
ません。 
違う SD メモリーカードを挿入してください。 

ID,PASS の入力に誤りがあります内容を確認し
てください 

ID またはパスワードの入力に誤りがあります。 
入力内容を確認してください。 

ｶｰﾄﾞ番号の入力に誤りがあります クレジットカード番号の入力に誤りがあります。入
力内容を確認してください。 

ｶｰﾄﾞ有効期限の入力に誤りがあります クレジットカードの有効期限入力に誤りがありま
す。入力内容を確認してください。 

全国地図書込でエラーが発生しました 
ERR CODE=[-61000] 
DETAILS CODE=[詳細コード] 

全国地図の SD ダウンロード処理が異常終了しまし
た。再実行画面で再実行してください 

市街地図書込でエラーが発生しました 
ERR CODE=[-62000] 
DETAILS CODE=[詳細コード] 

市街図の SD ダウンロード処理が異常終了しました。
再実行画面で再実行してください 

全国地図が書き込まれていません 
全国地図書込後に実行して下さい 

市街図を書き込む場合、全国地図が書き込まれてい
ないと実行できません。全国地図を書き込んだ状態
の SD メモリーカードを使用するか、全国地図の書き
込みを行ってください。 

SD PLAY の書込み件数がいっぱいです SD PLAY の書き込み件数が最大になりました。これ
以上は書き込みできません。 

同名ファイルが存在します。 SD ムービーで同名ファイルが存在します。SD ダウ
ンロードは行いません。 

前回処理は課金されていません 
再度入力して下さい 

SD ダウンロード再実行時に ID・パスワードなどの入
力項目に誤りがあり、課金されていない状態なので、
再度選択し入力を行ってください 

XML ファイルの定義内容が不正です 
XML FILE=[ファイル名] 
ERR TAG=[タグ名] 

市街図番号の入力に誤りがある場合に出力されま
す。市街図の番号を確認してください。 
それ以外に出力された場合にはメニュー・購入情
報・価格情報のいずれかの表現に誤りがあります。 
センターに連絡してください。 

レジストリの作成に失敗しました プロキシ情報をレジストリに書き込む際のエラーで
す。管理者ユーザーで再度処理を行ってください 
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メッセージ 対処 
レジストリの登録に失敗しました プロキシ情報をレジストリに書き込む際のエラーで

す。管理者ユーザーで再度処理を行ってください 
レジストリのオープンに失敗しました プロキシ情報をレジストリに書き込む際のエラーで

す。管理者ユーザーで再度処理を行ってください 
レジストリの削除に失敗しました プロキシ情報をレジストリに書き込む際のエラーで

す。管理者ユーザーで再度処理を行ってください 
表示する項目がありませんでした。 メニューファイルが不正です。センターに連絡して

ください。 
メモリ領域が最大値に達しました。 
トップに戻ります。 

メモリーの領域オーバーが発生しました。トップに
戻ります。もし、それでも処理が重いと感じた場合
は、SD ダウンロードツールソフトを再起動してくだ
さい。 

地図 Viewer が起動できませんでした 
ERR CODE=[エラーコード] 

地図ビューアーが起動できませんでした。環境設定
ファイルに誤りがあります。センターに連絡してく
ださい。 

サーバが見つかりません 
ERR CODE=[エラーコード] 

通信エラーです。インターネットの接続環境を確認
してください。 

サーバとの認証に失敗しました 
プログラムが古い可能性があります 
ERR CODE=[エラーコード] 

通信エラーです。インターネットの接続環境を確認
してください。 

サーバがメンテナンス中です 
しばらく経ってから実行して下さい 
ERR CODE=[エラーコード] 

通信エラーです。インターネットの接続環境を確認
してください。 

サーバ通信時にエラーが発生しました 
ERR CODE=[エラーコード] 

通信エラーです。インターネットの接続環境を確認
してください。 

ネットワーク環境にエラーがあります 
ネットワークの設定を確認して下さい 
ERR CODE=[エラーコード] 

通信エラーです。インターネットの接続環境を確認
してください。 

タイムアウトが発生しました 
ERR CODE=[エラーコード] 

通信エラーです。インターネットの接続環境を確認
してください。 

ﾗｲｾﾝｽ取得で内部ｴﾗｰが発生しました 
ERR CODE=[エラーコード] 
DETAILS CODE=[詳細コード] 

通信エラーです。インターネットの接続環境を確認
してください。 

指定ライセンスが存在しません 
ERR CODE=[エラーコード] 

通信エラーです。インターネットの接続環境を確認
してください。 
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６．２ 詳細コード一覧 

コード メッセージ 対処 
-50 LicenseDownload ファイルが見つからない 通信エラーです。インターネットの

接続環境を確認してください。 
-70 ファイル作成エラー SD メモリーカードが破損している

可能性があります。 
-71 ファイル書き込みエラー SD メモリーカードが破損している

可能性があります。 
-72 ディレクトリ削除エラー 作業ディレクトリの削除に失敗しま

した。オールリセットを実行してく
ださい。 

-80 緯度・経度ファイルサイズエラー コンテンツファイルが不正です。正
規に作成されたコンテンツではあり
ません。 

-80 ファイルが不当です コンテンツファイルが不正です。正
規に作成されたコンテンツではあり
ません。 

-88 地図情報フォルダ作成エラー SD メモリーカードが破損している
可能性があります。 

-89 地図情報ファイルの更新日付変更エラー SD メモリーカードが破損している
可能性があります。 

-90 地図情報フォルダ配下検索エラー コンテンツファイルが不正です。正
規に作成されたコンテンツではあり
ません。 

-203 LicenseDownload サーバーが見つからない 通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-205 LicenseDownload 指定のライセンスは存在しない 通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-207 LicenseDownload サーバとの認証失敗 通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-208 LicenseDownload サーバーのメンテナンス中 通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-211 LicenseDownload サーバとの通信時にエラー 通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-214 LicenseDownload ネットワーク環境に異常がある 通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-215 LicenseDownload 通信中にタイムアウト発生 Internet Explorer の設定がオフラ
イン作業になっている。 
通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-250 認証･課金ＩＤ獲得異常終了 課金前処理で異常が発生していま
す。センターに連絡してください。 

-251 認証･課金ＩＤ獲得タイムアウト 課金前処理で異常が発生していま
す。センターに連絡してください。 

-252 ＵＤＡＣ決済異常終了 課金処理で異常が発生しています。
センターに連絡してください。 

-253 ＵＤＡＣ決済タイムアウト 課金処理で異常が発生しています。
センターに連絡してください。 
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コード メッセージ 対処 
-260 認証データフォーマット異常 通信エラーです。インターネットの

接続環境を確認してください。 
-262 該当コンテンツ未登録 

 
コンテンツファイルが不正です。正
規に作成されたコンテンツではあり
ません。 

-263 該当出店者コード未登録 コンテンツファイルが不正です。正
規に作成されたコンテンツではあり
ません。 

-264 認証･課金ＩＤシステムエラー 課金前処理で異常が発生していま
す。センターに連絡してください。 

-270 決済データフォーマット異常 課金処理で異常が発生しています。
センターに連絡してください。 

-274 注文番号該当無し 課金処理で異常が発生しています。
センターに連絡してください。 

-275 ＵＤＡＣ決済システムエラー 課金処理で異常が発生しています。
センターに連絡してください。 

-276 その他の課金連携エラー 課金処理で異常が発生しています。
センターに連絡してください。 

-313 LicenseRecovery サーバが見つからない 通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-315 LicenseRecovery 指定のライセンスは存在しない 通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-317 LicenseRecovery サーバとの認証失敗 通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-318 LicenseRecovery サーバのメンテナンス中 通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-321 LicenseRecovery サーバとの通信時にエラー 通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-324 LicenseRecovery ネットワーク環境に異常がある 通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-325 LicenseRecovery 通信中にタイムアウト発生 Internet Explorer の設定がオフラ
イン作業になっている。 
通信エラーです。インターネットの
接続環境を確認してください。 

-5302 SD ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞの ID 取得に失敗しました SD ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞﾄﾞﾗｲ
ﾌﾞを確認して下さい 

SD メモリーカードが破損している
可能性があります。 

 
 
 


