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本誌について
本誌はG-BOOK ALPHA Proのご利用開始にあたり、はじめに設定や登録していただきたいこと
と主要なサービスの内容と使い方をまとめたガイドブックです。G-BOOK ALPHA Proの詳しい
サービス内容や利用方法、注意事項などについては、車両本体の取扱書、HDDナビゲーショ
ンシステムの取扱書、その他の取扱書をご覧ください。また、購入販売店で取り付けられた装
備（販売店装着オプション）の取り扱いについては添付されている取扱書をご覧ください。

ご注意
サービスのご利用にあたり、必ずお守りいただきたいことや、お知りおきいただきたいことを、
下記の表記で記載しています。これらは重要ですので、必ず事前にご確認の上、ご理解、ご遵
守をお願いします。

警告 記載内容をお守りいただけない場合、サービスが正常に動作せず、
お客様に不利益が発生するおそれのあることを記載しています。

注意 サービスのご利用にあたり、ご注意いただきたいことや、
制限事項等を記載しています。

知識 お知りおきいただくと、サービスがより
便利にご利用いただけることを記載しています。

お車を手放すときは、必ずG-BOOK オンラインサービス利用契約の解約、
G-BOOK設定の初期化、個人情報の初期化をおこなってください。
詳しくは本誌76Pをご覧ください。
【ご利用にあたっての注意事項】

本誌の構成について
本誌は以下のような構成になっています。ご利用にあたっては「002 Start up」の章を必ずお
読みいただき必要な設定・登録をお願いします。なお、車載機（ナビ）のスイッチおよびボタ
ン操作については本誌6-7Pで解説しています。

Introduction
001
はじめに

本書の構成およびG-BOOK ALPHA Pro が提供するサービスの
全体像を利用シーンや目的別に説明しています。

Start up
002
スタートアップ

ご利用にあたりご確認いただきたいことや
はじめに必要な設定や登録について説明しています。

Safty & Security
003
安心と安全

お客様の安心と安全を第一に考える
緊急通報サービスを説明しています。

Drive Support
004
ドライブ支援

渋滞回避やオペレーターサービスなど
ドライブを快適にするサービスを説明しています。

Seamless Service
005
PC、携帯との連携

ナビにパソコンや携帯電話を連携した
便利な使い方を説明しています。

Others
006
その他のサービス

各種情報サービスの内容および音声コマンドなど
便利な使い方を説明しています。

Data File
007
資料＆FAQ

各種情報サービスの利用規約のほか、
よくあるご質問について説明しています。

本誌の表記について
本誌では、HDDナビゲーションシステムのことを「車載機」「ナビ」、車載の通信モジュール
を「DCM」、G-BOOK ALPHA Proのことを「G-BOOK」と表記しています。また、ボタン操作
とその表記については本誌6Pをご覧ください。

■掲載の情報は2014年4月現在です。■掲載の画像は実際の仕様と異なる場合があります。■掲載の画面の色は印刷インクの関係で実際の色とは異な
ることがあります。■掲載の画面ははめ込み合成です。■掲載の画面と実際の画面は、プログラム・コンテンツの作成時期・種類等によって異なるこ
とがあります。■掲載写真はイメージです。車両等は実際と異なる場合があります。■G-BOOKオンラインサービスは、データの取得に通信を利用する
ため、通信環境によっては、サービスがご利用いただけない場合があります。■安全のため、走行中は操作および画面表示が制限されます。■車両の
位置情報は誤差を生じる場合があります。■G-BOOKオンラインサービスではご登録いただいたお客様の個人情報をお客様へのお知らせ等を発送するた
めに使用するほか、個人情報を使ったサービス提供のために使用することがあります。■お客様とオペレーターの通話内容を記録させていただく場合
があります。■G-BOOKオンラインサービスでは、お客様の操作または設定に基づきお客様の車両の位置情報を使用する場合があります。また、サービ
ス提供のために、お客様の車両情報を使用する場合があります。■今後通信事業者の通信方式が変更もしくは打ち切りになった場合、G-BOOKオンライ
ンサービスが使用できなくなる場合があります。■ご利用の通信機器の種類によっては一部コンテンツがご利用できない、または機能が制限される場
合があります。■必ず動作確認済み携帯電話を販売店にご確認ください。なお、動作確認は一定条件下で確認したものです。携帯電話の仕様変更によ
り、実際には確認内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■G-BOOKオンラインサービスのコンテンツには、別途料金の必要な
もの、別売オプションが必要なものがあります。■コンテンツおよびサービスの提供は予告なく変更、中止になる場合があります。また、その機能なら
びに操作方法、画面、価格等は予告なく変更になる場合があります。■掲載の価格には消費税が含まれています。■最新情報についてはG-BOOKサイト
（http://g-book.com/）をご覧ください。■Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の登録商標です。■ヘルプネットは株式会社日本緊急通報サービスの登録商
標です。■Windows®XP、Windows®Vista、Windows®7は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国での登録商標または商標です。■「Android」、
「Playストア」は、Google Inc.の商標です。■iPhoneはApple Inc.の商標です。■iPhoneの商標は、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。■本誌の無断転載を禁じます。■YAHOO! JAPAN®はヤフー株式会社の商標です。■QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。■び
あはーる®は株式会社デンソーコミュニケーションズの商標です。■本誌に記載の社名、製品名およびシステム名は、それぞれの会社の登録商標または
商標です。



001

4 5

CONTENTS

Introduction　はじめに
本誌について 2
目次 4
車載機のスイッチとボタン操作について 6
ボタン操作とその表記について 7
G-BOOK ALPHA Proが提供する安心と安全のサービス 8
G-BOOK ALPHA Proが快適なドライブをサポートします 10
パソコンや携帯電話と連動して利用できます 12

Start Up　スタートアップ

G-BOOKのご利用開始にあたって 14
STEP 1　G-BOOK利用手続き 15
STEP 2　ヘルプネットのサービス開始操作 16
STEP 3　サポートアドレスの確認・変更 18
STEP 4　G暗証番号の登録・変更 20
STEP 5　お支払い方法の登録・変更 21
STEP 6　ハンズフリー通話の設定 22

Safty & Security　安心と安全
G-Securityを利用する 24
ヘルプネットを利用する 26
リモートメンテナンスサービスについて 28

Introduction
はじめに6目次

Drive Support　ドライブ支援
オペレーターサービスを利用する 30
渋滞予測を利用する 34
Gルート探索（プローブ情報付）を利用する 35
G-駐車場を利用する 36
AUTOLIVEを利用する 38
CDタイトル情報取得について 40

Seamless Service　パソコン、携帯電話との連携
携帯電話で利用する 42
スマートフォンで利用する 46
パソコンで利用する 48
Gメモリを利用する 50
ドライブプランを利用する 52
スポット連携を利用する 56

Others　その他のサービス
G-BOOKのコンテンツついて 62
Myリクエスト 66
音声認識コマンド 67
メールサービスのご利用について 68
有料コンテンツのご利用について 70

Data File　資料＆FAQ
IDとパスワードについて 72
G-BOOK利用契約の継続手続きについて 74
お車を手放すときに 76
FAQ 77
ヘルプネットサービス利用規約 84
キーワードINDEX（索引） 86



001 Introduction

6 7

はじめに6最初にお読みください

車載機のスイッチとボタンについて

G-BOOKの主な画面と、コンテンツやサービスをご利用いただくためのボタン、スイッチを
ご説明します。ナビの種類によりスイッチの位置、形状は異なります。

目的地設定スイッチ
「Gルート探索」（本誌 35P）の設
定や「ドライブプラン」（本誌 52
P）「G メモリ」（本誌 50P）に登
録した情報を呼出して目的地に設
定するときにタッチします。

●車載機のスイッチと　　ボタン

メニュースイッチ
「渋滞予測」（本誌 34P）を利用す
るときにタッチします。情報・　　スイッチ

情報画面が表示されます。G-BOOK
の主なサービスはこのスイッチに
タッチして利用します。

ボタン
走行中も利用できるショートカット
機能「My リクエスト」（本誌 66P）
を利用するときにタッチします。

●情報画面とボタン

❶ヘルプネットボタン（ワンタッチタイプ）
事故や急病の時、このボタンにタッチするとヘル
プネットセンターに接続します。
※ヘルプネットのサービス開始操作（本誌16P）が完了していないと表
示されません。

※エアバッグ連動タイプのヘルプネットの場合は表示されません。

❷メインメニューボタン
メインメニューを表示します。

❹オペレーターボタン
「オペレーターサービス」（本誌 30P）を利用する
ときにタッチします。

❺情報確認ボタン
オペレーターに依頼した情報を確認するときに
タッチします。

❸アミューズメントボタン
「AUTOLIVE」（本誌 38P）を利用するときタッチ
します。

❻TELボタン
ハンズフリーで電話をかけるときや電話機の設定
の時にタッチします。

●ヘルプネットスイッチパネル

ヘルプネットスイッチ（エアバッグ連動タイプ）
事故や急病の時、このスイッチにタッチするとヘルプ
ネットセンターに接続します。（本誌 26P）

❶ ❷ ❸ ❹

❺ ❻

ボタン操作とその表記について

　G-BOOK ALPHA Proのサービスは、車載機
のスイッチおよび画面に表示されるボタンに
タッチして利用します。本書ではその操作を
下記のように表記しています。画面に表示さ
れるボタンのうち、該当するボタンを順番に
タッチして操作してください。
　たとえば、右記の❶～❹のボタン操作は以
下の通りに表記しています。

●ナビ画面からユーザー画面までの
　操作の表記

情報・　　スイッチ

▼
メインメニュー

▼
G-BOOK.com

▼
ユーザー

▼

❶車載機の【情報・Ｇスイッチ】にタッチ
操作の
補足説明

❷画面の【メインメニュー】にタッチ

❸画面の【G-BOOK.com】にタッチ
▼

▼

❹画面の【ユーザー】にタッチ

❺ユーザー画面が表示されます
▼

▼
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はじめに6利用シーン・目的別INDEX

G-BOOK ALPHA Proが提供する安心と安全のサービス
365日24時間体制でお客様と大切なお車をサポートし、安心して快適なカーライフをお楽しみ
いただくためのサービスです。

お車の走行距離に応じて毎月自動車保険料が
変動するお得な自動車保険に加入できます。
詳しくは販売店スタッフにご相談ください。
※保険をご契約の際に必要な保険料は、お客様負担となります。

PAYD（ペイド）
➡本誌
　62Ｐ

走行距離連動型自動車保険

G-Security

●アラーム通知（メール／電話）
お車のオートアラーム（G-BOOK対応）の作
動をG-BOOKセンターが検知して、異常発生
をメールや電話でお知らせします。

➡本誌
　24Ｐ

●エンジン始動通知（メール）
あらかじめセットしておけば、エンジン始動
（ACC-ON）を検知して、お客様の携帯電話
やパソコンのメールアドレスに通知します。

●位置追跡／警備員派遣
お車が盗難にあった場合、お客様の要請に応
じて、オペレーターが車両の位置情報を追跡
します。また、車両確認のために警備員を現
場に派遣することができます。＊

警備会社

⑤
出
動
要
請

②
車
両
の
位
置
を
把
握

④
対
応
を
依
頼

③
メ
ー
ル
も
し
く
は

　

電
話
で
異
常
を
通
知

⑥警備員が出動 

①異常発生
　オートアラームが
　作動

G-BOOKセンター

お
客
様

盗難抑制サービス

急病など緊急事態発生時に車両からの通報の
補助をするサービスです。一分一秒を争う緊
急時に所轄の警察や消防への迅速かつ的確な
通報をサポートします。

ヘルプネット
➡本誌
　26Ｐ

緊急通報サービス

脱輪やガス欠など路上トラブルの際に、オペ
レーターにお電話いただくだけで、車両の位
置を確認し、JAFへの救援車両の要請をサポ
ートします。

ロードアシスト24
➡本誌
　62Ｐ

JAFへの取り次ぎ

お車の走行距離を配慮したタイミングで、無
料点検や整備などのご案内をお送りします。
またお送りした案内への返信により、入庫予
約もできます。

リモートメンテナンスサービス
➡本誌
　28Ｐ

点検・整備のご案内

＊ 警備員の派遣はお客様の要請によりおこなわれるものであり、位置
追跡により自動的に提供されるサービスではありません。
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はじめに6利用シーン・目的別INDEX

G-BOOK ALPHA Proが快適なドライブをサポートします
渋滞回避ルートやグルメ情報、駐車場のご案内などドライブに役立つ情報提供や
アミューズメントなど、ドライブ中の移動時間を楽しく快適にするサービスです。

ナビの目的地設定からレストランやホテルの
紹介、天気予報やニュースの配信など、電話
によるお客様のさまざまなリクエストにオペ
レーターがお応えします。

ドライブ
サポート

ナビの目的地設定

駐車場のご案内

レストランなどのご案内

道路交通情報の配信

ニュースの配信

天気予報の配信

電話番号案内

オートアラームの作動連絡

警備員の派遣

ロードアシスト24への取り次ぎ

夜間・休日診療機関の案内

セキュリティ

トラブル
サポート

●サービスメニュー

オペレーターサービス
➡本誌
　30Ｐ

オペレーターによるサポート

車載機にプリインストールされている約1万
曲のカラオケ楽曲データを再生して車内でカ
ラオケを楽しむことができます。また、BGM
（インストゥルメンタル）のサービスもありま
す。※このサービスは有料です

AUTOLIVE カラオケ
➡本誌
　38Ｐ

アミューズメント

VICSによる最新の交通情報と、過去の統計
データから今後の渋滞変化を予測し、結果を
ナビに表示します。また同時に音声で読上げ
ます。

渋滞予測
➡本誌
　34Ｐ

渋滞シュミレーション

VICSによる最新の交通情報と過去の統計デー
タによる交通情報予測に、G-BOOK mXユー
ザーの車両からリアルタイムで収集した走行
データを加味した独自の交通情報「プローブ
コミュニケーション交通情報」により、渋滞
を考慮した最適なルートを案内します。

Gルート探索（プローブ情報付）
➡本誌
　35Ｐ

渋滞回避ルートの案内

ナビのハードディスクに録音したCDのタイ
トルやアーティスト、曲名などの情報をイン
ターネット経由で自動取得して表示します。

CDタイトル情報取得
➡本誌
　40Ｐ

アミューズメント

走行中も利用できるショートカット機能です。
ワンタッチでサービスをリクエストできるボ
タンが表示されます。このほか、音声コマン
ドを利用すれば走行中も操作が可能です。

Myリクエスト
➡本誌
　66Ｐ

走行中の操作

盗難車両の位置追跡
Gルート探索前

▼

Gルート探索後
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パソコンや携帯電話と連動して利用できます
車を離れているときも、パソコンや携帯電話からG-BOOKのさまざまなサービスが利用できる
ほか、ナビの目的地設定など車載機と連動した活用ができます。

はじめに6利用シーン・目的別INDEX

パソコンや携帯電話からナビの目的地設定が
できます。最大5地点までを目的地に追加し
てドライブルートを作成し、ナビに送信した
り、所要時間のシミュレーションができます。

ドライブプラン
➡本誌
　52Ｐ

ナビのルート設定

Gメモリは車載機（ナビ）、パソコン、携帯
電話のすべてで使える共通のメモリ機能です。

Ｇメモリ
➡本誌
　50Ｐ

情報を持ち運ぶ

●パソコンや携帯電話でできること（抜粋）

● ナビの目的地設定（ドライブルートの作成）
● 目的地までの渋滞予測・所要時間チェック
● G-Security の設定・解除
● グルメ情報などの検索
● 駐車場の検索
● Ｇメモリの登録・呼出
● メールの確認・送信
● サポートアドレスの登録・変更
● G 暗証番号や支払い方法などの登録・変更
● My リクエストの登録・編集
 など

G-BOOKユーザーサイト
➡本誌
　48Ｐ

パソコンで利用する

パソコンや携帯電話で検索したスポットの位
置情報をGメモリに登録してナビの目的地設
定などに利用できます。

スポット連携
➡本誌
　56Ｐ

スポット情報の送信

G-BOOK mo
➡42Ｐ

携帯電話で利用する

G-BOOK moはG-BOOKの携帯
向けサイトです。

G-BOOKまたはGAZOOのIDと
パスワードをお持ちの方は、こちら
からログインできます。
ログインする
★ 会員登録はこちら

G-BOOK moとは？

ログイン

What’s new

G-BOOKの紹介

さまざまな情報を掲載いたしま
す。

▼ 過去の履歴一覧

G-BOOKとは？
G-BOOK対応車種検索
動作確認済み携帯電話

smart G-BOOK
➡46Ｐ

スマートフォンで利用する

※ 画面はイメージです。
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