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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。
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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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G-BOOKのご利用開始にあたって

本誌15Pの手順にそって、まず、お車に搭載
されているDCMの通信初期設定とG-BOOK
の利用手続きをおこないます。

スタートアップ6はじめに設定してください

最初に、以下の確認、設定をお願いします。

STEP 1 G-BOOK利用手続き

本誌16Pの手順にそって、開始操作をおこな
ってください。万一の場合に正しく動作する
ように、必ず操作をお願いします。

STEP 2 ヘルプネットの
サービス開始操作

本誌18Pの手順にそって、登録されている内
容をご確認いただき、必要に応じて追加や変
更をおこなってください。

STEP 3 サポートアドレスの
確認・変更

本誌20Pを参考にして、G暗証番号の登録
や変更ができます。G暗証番号をご利用い
ただくと、携帯サイトへのログインや様々
なサービスのご利用がスムーズになります。
G-BOOKの利用申込の際に登録された方は改
めて登録する必要はありません。

STEP 4 Ｇ暗証番号の
登録・変更

本誌21Ｐを参考にして、お支払い方法の登
録や変更ができます。この機会におこなって
おくと便利です。G-BOOKの利用申込の際に
登録された方は改めて登録する必要はありま
せん。

STEP 5 お支払い方法の
登録・変更

ハンズフリー通話にはお車に搭載されている
DCMを利用する方法とお手持ちの携帯電話
をBluetooth®で車載機に接続して利用する
方法があります。詳しくは本誌22Pをご覧く
ださい。

STEP 6 ハンズフリー通話の
設定

G-BOOK利用手続き

はじめてG-BOOKセンター に接続する場合
は通信の初期設定が必要です。右記の手順で
初期設定をおこなってください。通信の初期
設定が終了すると自動的にG-BOOK.comに
接続し、利用手続き画面が表示されます。画
面の指示に従って、お申込内容を確認してく
ださい。

STEP 1 ▶

❶ ご利用手続きは 9：00 ～ 20：00 の
間でおこなってください。
※  20：00 までに手続きが完了しなかった場
合は翌 9：00 から再度、利用手続きをお
願いします。

❷ G-BOOK のご利用をWeb 登録でお
申込みの場合は、契約 ID 照会画面
が表示されます。お申込みの際に
Web で取得された契約 ID とパス
ワードを入力し【決定】にタッチし
てください。

操作の
補足説明

知識
契約 IDとパスワードについて
● 契約 ID は「GB#」ではじまるものです。
● 書面でお申込みの場合は、『G-BOOK 利用
申込書』に契約 ID とパスワードが印字さ
れています。詳しくは本誌 70P をご覧く
ださい。

● Web 登録でお申込みの場合は、お申込み
の際に画面に表示された「GB#」ではじ
まるものが契約 ID です。パスワードはご
自分で登録された 6～ 20 桁の数字です。

●通信初期設定と利用手続き

情報・　　スイッチ

▼
メインメニュー

▼
G-BOOK.com

▼
通信初期設定を行う

▼
通信初期設定がはじまる（左記❶参照）

▼
利用手続き画面が表示される（左記❷参照）

▼
画面の指示にしたがって
申込内容を確認する

▼
利用手続き完了

注意
中古車をご購入のお客様へ
G-BOOK ご利用手続きにおいて、通信初期設
定の画面や契約 ID 照会画面が表示されない
場合があります。その場合はG-BOOK サポー
トセンターにご連絡ください。

▼
引き続きヘルプネットのサービス
開始操作（本誌16P参照）を
おこなってください
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スタートアップ6はじめに設定してください

ヘルプネットのサービス開始操作

警察や消防への緊急通報サービス「ヘルプネ
ット」はサービス開始操作完了後、利用でき
るようになります。右記の手順でサービス開
始操作をおこない、万一の場合に車載機が正
常に動作するよう設定してください。この操
作は契約者ご本人がおこなってください。な
おヘルプネットにはお車の装備により「エア
バッグ連動タイプ」と「ワンタッチタイプ」
の2種類があります。ヘルプネットのタイプ
によりサービス開始操作の完了の確認方法が
異なります。

STEP 2 ▶

警告
正常に動作しない場合、緊急通報ができない
可能性があります。
● 車載機の動作が以下のような場合には、
緊急時にヘルプネットセンターへ正しい
情報が伝わらず、サービスの提供が困難
となる可能性があります。

● 通信が行われない
● 通報位置とヘルプネットセンターでの位
置表示が間違っている

● 通話できない
● サービス開始操作は中断せず、最後まで
完了してください。

● サービス開始操作が正常に完了しなかっ
た場合は、緊急通報ができない場合があ
り危険です。サービス開始操作後に車載
機が正常に動作しない場合や、通話がで
きないにも関わらず、ヘルプネットスイッ
チパネルの緑の表示灯が点灯した（もし
くは、情報画面にヘルプネットボタンが
表示された）場合には、販売店スタッフ
にご相談ください。

● HDD ナビゲーションシステム取扱書の
「G-BOOK オンラインサービスのヘルプ
ネット」を熟読のうえ、ご利用ください。

❶ 車載機の「現在地画面」（地図）の
左上に「GPS のマーク」が表示され
ていることを確認します。表示され
ない場合は、可能な限り見晴らしの
よい場所に車を移動し、GPS を受信
してください。

❷ ヘルプネットセンターとの通話では、
自動音声で車両の現在地を確認後、
名前を質問されます。“ピー ”と鳴っ
たらお客様のお名前を答えてくださ
い。自動音声で名前を繰り返した後、
緊急通報が可能であることをお知ら
せ後、通話が終了します。

操作の
補足説明

●タイプ別の設定完了確認の方法
エアバッグ連動タイプ
未設定　➡ ヘルプネットスイッチパネルの左右

にある “ 緑 ” と “ 赤 ” の表示灯が両
方とも消灯。

設定完了➡ 左の “ 緑 ” の表示灯だけが点灯。

ワンタッチタイプ
未設定　➡ 情報・Ｇスイッチにタッチして表示

される情報画面に、ヘルプネットの
ボタンが表示されていない。

設定完了➡ 情報画面にヘルプネットのボタンが
表示される。

◎ ヘルプネットの通話には DCMを利
用します。携帯電話がなくてもヘル
プネットの通話は可能です。

POINT!

●エアバッグ連動タイプの
　サービス開始操作

GPSの受信状態を確認（左記❶参照）
▼

運転席上部にある
ヘルプネットスイッチパネル部のカバーを開く

▼
車両の電源をOFFにする

▼
再び、車両の電源をACCまたはONにする

▼
ヘルプネットスイッチパネルの
緑と赤の表示灯が共に点灯

▼
ヘルプネットスイッチを10秒以上押し続ける

▼
緑の表示灯が点滅したら、
ボタンから手を離す

▼
ヘルプネットセンターに接続を開始

▼
ナビ画面がヘルプネットの画面に切り替わる

▼
ヘルプネットセンターが自動応答（左記❷参照）

▼
通話終了
▼

ヘルプネットスイッチパネルの緑の表示灯
が点灯する（正常に作動中）ことを確認

●ワンタッチタイプのサービス開始操作

GPSの受信状態を確認（左記❶参照）

▼
情報・　　スイッチ

▼
次ページ

▼
設定

▼
保守点検 を10秒以上タッチ

▼
ヘルプネットセンターに接続を開始

▼
へルプネットセンターが自動応答（左記❷参照）

▼
通話終了

▼
情報・　　スイッチ

▼
情報画面にヘルプネットボタンが

表示されたことを確認

▼
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サポートアドレスの確認・変更

サポートアドレスは車両の異常をセンターが
検知した場合やオペレーターが電話やメール
でお客様にご連絡する際に必要となる大切な
連絡先です。また、ご登録いただくとオペレ
ーターサービスにお電話いただいた時のお客
様確認がスムーズになります。お申込みの際
にご登録いただいた電話番号とメールアドレ
スが初期登録されています。右記の手順で登
録内容を確認し、必要に応じて追加や変更を
してください。

●連絡先の登録例

知識
以下のような場合に、登録された連絡先へ電
話やメールでご連絡させていただきます。

メールでご連絡するケース
●アラーム通知（メール）設定時にオートア
ラームの作動を検知した場合

※G-BOOK 対応オートアラームの装着が必要です。

●エンジン始動通知設定時に、エンジン始動
を検知した場合

お電話でご連絡するケース
●アラーム通知（電話）設定時にオートアラー
ムの作動を検知した場合

※G-BOOK 対応オートアラームの装着が必要です。

●その他、オペレーターがお客様に連絡する
ことがある場合

普段ご利用の携帯電話の番号を登録

ご自宅や会社などの電話番号を登録

その他の連絡先の電話番号を登録

普段ご利用の携帯電話のメールアド
レスを登録

連絡可能なメールアドレスを登録

連絡可能なメールアドレスを登録

TEL

メール

スタートアップ6はじめに設定してください

STEP 3 ▶

知識
サポートアドレスは携帯電話・スマートフォ
ンやパソコンからも登録や変更ができます。
→詳しくは、本誌 42P ～ 49P をご覧ください。

携帯電話

固定電話

予備電話

携帯メール

予備メール1

予備メール2

注意
携帯電話・スマートフォンの電話番号やメー
ルアドレスを変更したときには必ずサポート
アドレスの変更を忘れずにおこなってくださ
い。

●サポートアドレスの確認（追加・変更）

情報・　　スイッチ

▼
メインメニュー

▼
G-BOOK.com

▼

▼

▼
サポートアドレスの登録・変更

ユーザー注意
携帯電話・スマートフォンの迷惑メール拒否
設定について
携帯電話・スマートフォンで迷惑メールの拒
否設定をされている場合は、以下の発信元メー
ルを受信できるように登録をお願いします。
［登録する発信元メールアドレス］
g-book.info@03-003.mail.g-book.com
※ Gmail ＊等のメールサービスをご利用の場合、迷惑メー
ルボックスに届く場合があります。設定をお願いします。
＊Google 社によるフリーメールサービス

追加（変更）したいボタンにタッチ

▼
画面の入力枠内にタッチ

▼
登録する電話番号を入力

▼
完了

▼
決定

▼
上記を繰り返す

▼

（右へ続く）

追加（変更）したいボタンにタッチ

▼

G暗証番号（数字4桁）を入力（右記❶参照）

▼

メール

▼

❶ G暗証番号はお客様が設定した 4桁
の暗証番号です。詳しくは 20P をご
覧ください。

❷ メールアドレスを新しく登録すると
送信確認画面が表示されます。【送
信】にタッチすると、登録したアド
レスにテストメールが送信されます。

操作の
補足説明

（左から続く）

画面の入力枠内にタッチ

▼

▼
決定

▼
完了

登録するメールアドレスを入力

▼
送信（下記❷参照）

▼
上記を繰り返す

▼
G-BOOK

▼
完了

▼

注意
● テストメールを送信しない場合、登録した
メールアドレスが正しいか、受信側に受信
制限が設定されていないかご確認ください。

● メールによる通知は遅延が発生することが
ありますので、あらかじめご了承ください。
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G暗証番号の登録・変更

G暗証番号は、G-Securityの設定解除や携帯
サイトのログイン、有料コンテンツの購入な
どの際に、お客様の本人確認を行うための
大切な番号です。G暗証番号を登録しておけ
ば、ご利用いただくときに契約IDとパスワ
ードの入力が不要になり、たいへん便利です。
G-BOOKの利用申込みの際に登録した場合は、
改めて登録する必要はありません。

●Ｇ暗証番号の登録（変更）

情報・　　スイッチ

▼
メインメニュー

▼
G-BOOK.com

▼
ユーザー

▼
会員情報／利用契約変更・解約

▼

知識

G暗証番号を利用するケース
●G-Security の設定を解除するとき
→詳しくは、本誌 24P をご覧ください。
● 携帯サイトにログインするとき
→詳しくは、本誌 42P をご覧ください。
● 有料コンテンツを購入するとき
→詳しくは、本誌 70P をご覧ください。

スタートアップ6はじめに設定してください

❶契約 IDとパスワードについて
●新車購入時に販売店で G-BOOK をお
申込みされた場合は、お手元にある
『G-BOOK 利用申込書』のお客様控え
に記載されています。

●Web 登録でお申込みされた場合は、
登録の際に取得いただけます。

操作の
補足説明

※契約 ID とパスワードをお忘れの場合は本誌
72P をご覧ください。

知識

Ｇ暗証番号は携帯電話・スマートフォンやパ
ソコンからも登録や変更ができます。
→詳しくは、本誌 42P ～ 49P をご覧ください。

利用契約の確認・変更

▼
Ｇ暗証番号の変更

▼
契約IDとパスワードを入力

（左記❶参照）
▼
決定

▼
G暗証番号として、4桁の数字を入力
（確認のため、もう一度入力）

▼
決定

お支払い方法の登録・変更

有料コンテンツやG-BOOKの利用料金などの
支払い方法の登録です。G暗証番号の設定に
続いて登録ができますので、あわせてこの機
会に行えば簡単に登録できます。G-BOOKの
利用申込の際に、支払い方法を登録いただい
た場合は改めて登録する必要はありません。

STEP 4 ▶ STEP 5 ▶

❶ お支払い方法はクレジットカードの
他、口座引落し、指定口座振込（法
人のみ）の方法があります。クレ
ジットカード以外の場合は書面での
手続きとなります。ご希望の方は
G-BOOK サポートセンターにご連絡
ください。

操作の
補足説明

◎ 現在登録されている支払い方法の確
認は、【情報・Gスイッチ】→【メ
インメニュー】→【G-BOOK.com】
→【ユーザー】→【会員情報／利用
契約変更・解約】→【利用契約の確
認・変更】→【利用契約内容の確認】
の順にタッチしてください。

POINT!

知識

支払いに利用するクレジットカードはパソコ
ンからも登録や変更ができます。
→詳しくは、本誌 48P ～ 49P をご覧ください。

●お支払い方法の登録・変更

▼
利用契約内容の確認・変更

▼

G暗証番号の入力

▼
決定

▼
クレジットカードの種類を選択

▼
以下、画面の指示に従ってください。

▼
支払い方法

▼
変更

▼
クレジットカード（左記❶参照）

▼
情報・　　スイッチ

メインメニュー

▼
G-BOOK.com

▼
ユーザー

▼
会員情報／利用契約変更・解約

利用契約内容の変更

▼
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ハンズフリー通話の設定

ハンズフリー通話の利用には下記の2つの方
法があります。ご利用方法に応じて右記の手
順で設定してください。

情報・　　スイッチ

▼
TEL

▼
設定

▼
Bluetooth

▼
Bluetooth電話設定の

▼

スタートアップ6はじめに設定してください

❶ 携帯電話で Bluetooth®機器との接
続の設定をします。車載機の機器名
を選択し、車載機に表示されてい
るパスキーを入力してください。詳
しい設定方法については、ご利用の
Bluetooth®対応携帯電話の取扱書
をご覧ください。

操作の
補足説明

STEP 6 ▶

1 お手持ちの携帯電話を利用する
お手持ちの携帯電話をBluetooth®でナビに
接続して利用します。通話料はお客様負担に
なります。

2 DCMを通話に利用する
自動車専用ハンズフリー電話（オプションサ
ービス）にお申込をいただくと、DCMで通
話が可能になります。ご利用の場合は、下記
の基本利用料と通話料がかかります。ご希望
の場合はG-BOOKサポートセンターにご連絡
ください。

1 お手持ちの携帯電話を利用する場合

●携帯電話をナビに接続する

登録

▼
携帯電話機の設定をする（下記❶参照）

▼
画面に接続完了のメッセージが表示される

▼
登録完了

情報・　　スイッチ

▼
TEL

▼
設定

▼
電話機選択

▼

2 DCMを通話に利用する場合

●DCMの利用設定と電話番号の確認

「通信モジュール」を選択

▼
詳細情報表示

▼
画面に自局電話番号が表示される

▼
戻る

▼
通信モジュールを選択

▼
完了

知識

ハンズフリー通話に利用する電話機の
切り替えができます
複数の携帯電話を登録して、電話機を切り替
えて利用することができます。また、自動
車専用ハンズフリー電話をご利用の場合でも、
本誌 22P の手順で携帯電話を登録しておけ
ば、必要に応じて切り替えて利用することも
可能です。携帯電話は最大 5つまで登録でき
ます。

情報・       スイッチ
▼
TEL

●携帯電話をナビに接続する

▼
設定
▼

電話機選択
▼

利用する電話機を選択
▼
完了

知識

ヘルプネットの通話は常時、DCMを利用し
ます。自動車専用ハンズフリー電話の契約が
ない場合は、ヘルプネットの通話のみ可能と
なります。

● 自動車専用ハンズフリー電話
　（オプション）の利用料

月額540円（税込）

43.2円（税込/分）

au携帯あり au携帯なし

月額1,620円（税込）基本利用料

通話料 75.6円（税込/分）
※ご利用には書面（『G-BOOK 利用申込書』）でのお申込みと
事務手数料 1,620 円（税込）が必要です。

注意
動作確認済携帯電話について
動作確認済の携帯電話の機種は、G-BOOKサ
イト（http://g-book.com/）でご確認いただ
くか、販売店スタッフにお尋ねください。
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安心と安全6盗難抑止／盗難車追跡

G-Securityを利用する

ドアをこじ開けなどオートアラーム作動時に
異常をお知らせするサービスです。万一の場
合には、盗難車両の位置を追跡し、必要に応
じて警備員を現地に派遣します。

●G-Securityにアクセスする

情報・　　スイッチ

▼
メインメニュー

▼
セキュリティ

▼

1 アラーム通知（電話／メール）

知識

ACC-OFF の通知について
ACC-ON 時の位置情報に加えて、ACC-OFF
時の車両の位置情報をメールで通知します。
10 分毎のメール通知について
ACC-ON の間、約 10 分毎に車両の位置情報
をメールで通知します。この設定は初回の通
知から 24 時間を超えた通知をおこなった時
点で、自動的に解除されます。

2 エンジン始動通知（メール）

エンジン始動（ACC-ON）を検知してメール
で通知するサービスです。納車時は「解除中」
の状態になっています。必要に応じて設定し
てください。「ACC-OFFの通知」と「10分毎
のメール通知」はオプション設定から設定で
きます。

●エンジン始動通知（メール）を設定する

左記の方法でG-Securityにアクセスする

▼
［解除中］エンジン始動通知（メール）

▼
ボタンに「設定中」と表示される

▼
完了

◎ 解除する場合は、【エンジン始動通
知】→【解除】→G暗証番号もしく
はパスワードを入力→【解除】の順
にタッチしてください。

POINT!

●オプション設定

上記の方法でエンジン始動通知（メール）を設定

▼
［設定中］エンジン始動通知（メール）

▼
オプション

▼
希望する設定にタッチ

▼
完了

3 位置追跡／警備員の派遣

お車が盗難にあった場合、オペレーターにご
依頼いただければ盗難車両の位置情報を確認
し、追跡をおこないます。警備員の現地への
派遣も承ります。また、アラーム通知が届い
た場合もオペレーターに警備員の派遣を要請
することができます。

◎ 警備員の派遣は出動から 1時間以内
は無料です。

◎ 車両の追跡や警備員の派遣を依頼す
る場合は、警察に被害届の提出をお
願いします。

POINT!

盗難車の追跡や警備員の派遣要請は
オペレーターにご連絡ください。

オペレーターサービス専用電話番号

0561-74-7031 365 日 24 時間対応

知識

G-Security は、パソコンや携帯電話・スマー
トフォンからも設定／解除ができます。
→詳しくは本誌 42P ～ 49P をご覧ください。

オートアラーム＊が作動した場合、G-BOOKセ
ンターが検知し、お客様に電話やメールで通
知します。納車時はアラーム通知の電話／メ
ール通知が「設定中」になっています。オー
トアラームが作動した場合には、昼夜を問わ
ずサポートアドレスに通知されますので、あ
らかじめご了承ください。

知識

修理・点検や立体駐車場の利用などオートア
ラームの作動が予想される場合には、設定を
一時解除されることをおすすめいたします。

❶ G 暗証番号はお客様が設定した 4桁
の暗証番号です。詳しくは 26P をご
覧ください。

操作の
補足説明

●アラーム通知を解除する

左記の方法でG-Securityにアクセスする

▼
［設定中］アラーム通知（電話／メール）

▼
G暗証番号（もしくはパスワード）を入力

（下記❶参照）

▼
解除

▼
ボタンに「解除中」と表示される

▼
完了

＊「アラーム通知」のご利用には G-BOOK 対応オートアラー
ムの装着が必要です。

注意
サポートアドレスの登録を必ず
おこなってください。
オートアラームの作動を検知した場合、サ
ポートアドレスのご登録がないと通知できま
せんので、必ず登録ください。詳しくは、本
誌 18P をご覧ください。
位置情報の利用について
G-Security では車両の位置情報を使用します。
車載機が起動していない状態で車両が移動し
た場合、または電波の届かない場所に車両が
移動した場合には位置情報の変化を確認でき
ません。
メール通知のタイミングについて
メールによる通知には遅延が発生することが
あります。ご了承ください。
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安心と安全6緊急通報サービス

ヘルプネットを利用する

ヘルプネットは事故や急病の時の緊急通報シ
ステムです。お客様からの連絡を受けたヘル
プネットセンターのオペレーターが所轄の警
察や消防に連絡し、緊急車両の出動を要請し
ます。位置情報とともに連絡を行うので、救
急車の現場到着までの時間が短縮されます。
また、エアバッグ連動タイプの場合、お車が
衝撃を受けると、エアバッグと連動して自動
的に緊急通報します。

●ヘルプネットのしくみ

所轄の警察
所轄の消防

3
出
動
要
請

1事故発生！
　エアバッグが作動

事
故
・
急
病
発
生
！

ヘ
ル
プ
ネ
ッ
ト
手
動
通
報

4緊急車両が出動 

2ヘルプネット自動通報 

ヘルプネットセンター

※ワンタッチ対応の場合、通報は手動通報のみになります。

警告
本誌 16P ～ 17P を参考に、必ずヘルプネッ
トのサービス開始操作を実施し、操作完了を
確認してください。

注意
ヘルプネットの自動保守点検について
● 自動保守点検は、3ヶ月に 1度行われます。
特別な操作は必要ありません。

● 点検中は「自動保守点検中」と車載機画
面に表示されます。

● 点検開始後、1～ 2分で完了します。
● 自動保守点検開始後、何らかの理由で通
信が中断された場合は、次の ACC-ON ま
たはエンジン ONのタイミングで再度開
始されます。

● 自動保守点検中は、G-BOOK のサービス
はご利用できません。

❶ 通報を中止したいときは画面の【中
止】にタッチしてください。

❷ 画面の音量調整ボタンで通話音量の
調整ができます。

❸ 通話が終了すると、ヘルプネットセ
ンターが電話回線を切断します。

操作の
補足説明

注意
ヘルプネットの通話終了後、約 30 分間は
G-BOOK のサービスが利用できません。
ヘルプネットセンターおよび救援機関からの
電話による問合せに備えて、約 30 分間は待
機状態になり、通信ができません。

注意
ヘルプネットは警察や消防への緊急通報サー
ビスです。車両トラブルなどの場合は、販
売店もしくはお客様相談センターにご連絡く
ださい。なお、JAF への取次を希望の場合は、
オペレーターサービスにご連絡ください。

知識

携帯電話がなくても通話が可能です。
ヘルプネットの通話は車載のDCMを使って
おこないますので携帯電話は不要です。また、
自動車専用ハンズフリー通話の契約がない場
合もヘルプネットの通話は可能です。

●緊急通報（手動通報）

ヘルプネットボタンのカバーを開く

▼
ヘルプネットボタンを押す

▼
ヘルプネットセンターに接続を開始し、

緊急通報が開始される

エアバッグ連動タイプの場合

▼
音声案内が流れる（左記❶参照）

▼
車両の位置など情報が送信される

▼
通話モードに切り替わり、

オペレーターが応答する（左記❷参照）

▼
オペレーターに状況やけがの状態、

警察や消防への通報が必要かどうかを伝える

▼
必要に応じて、警察や消防に接続される

▼
通話終了（左記❸参照）

ワンタッチタイプの場合

情報・　　スイッチ

▼

ヘルプネット
▼

ヘルプネットセンターに接続を開始し、
緊急通報が開始される

▼

以下は左記と同じ
▼
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リモートメンテナンスサービスについて

お客様の車両の状況に応じて、車検や点検な
どメンテナンス等のご案内をメールで配信
します。右記の手順で内容を確認し、必要に
応じて変更してください。中古車でご購入の
場合はお客様にて登録をお願いします。また、
お車に届いたリモートメンテナンスメールを
再度、確認したい場合は下記の手順でメール
を呼び出してください。同じメールはパソコ
ンサイトや携帯サイトでも確認できます。

●リモートメンテナンスメールの再確認

▼
メインメニュー

▼
G-BOOK.com

▼
Gメニュー

▼
セーフティ＆セキュリティ

▼

▼
リモートメンテナンスサービス

メールを選択

情報・　　スイッチ

MEMO

安心と安全6緊急通報サービス

●リモートメンテナンス店の確認

情報・　　スイッチ

▼
メインメニュー

▼
G-BOOK.com

▼
Gメニュー

▼
セーフティ＆セキュリティ

▼
次頁

▼

▼
カーライフ設定

リモートメンテナンス店の設定

▼
画面に表示される店名を確認してください。

（下記❶参照）

❶ 変更したい場合は店名のボタンに
タッチし、つづいて［変更］にタッ
チし、希望するお店を選択してくだ
さい。

操作の
補足説明
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ドライブ支援6オペレーターサービス

オペレーターサービスを利用する

365日24時間、オペレーターがお客様のド
ライブをサポートします。お車からハンズフ
リー電話でご依頼いただくだけで、ナビに目
的地を設定したり、駐車場などを検索してご
案内します。さらに、交通情報やスポーツニ
ュース、天気予報などお客様がドライブ中に
知りたい情報をナビにお送りします。ドライ
ブ中だけでなく、ご自宅の電話や外出先で携
帯電話からご依頼いただくなど、お車を離れ
ているときでもご利用いただけます。

❶ ハンズフリー通話には Bluetooth®
対応携帯電話または、自動車専用ハ
ンズフリー電話のご契約が必要です。
音声認識コマンドのご利用には音声
操作システムが必要です。

❷ お客様のご本人確認をさせていただ
く場合があります。

操作の
補足説明

※オペレーターとの通話はいずれの場合も、通話料はお
客様負担となります。

1 オペレーターに電話する

オペレータに電話する方法は下記の2つの方
法があります。

●お車からハンズフリー通話で電話する
車載機の【オペレーター】ボタンにタッチす
れば、自動的にオペレーターにつながります。
また、音声トークスイッチにタッチし音声認
識コマンド「オペレーター」を利用する方法
もあります。（左記❶参照）

情報・　　スイッチ

▼
オペレーター

▼

●自宅の電話や携帯電話から電話する
固定電話や携帯電話からオペレーターサービ
ス専用電話番号に電話します。出発前に依頼
しておけば、車に乗ったとき、情報を受信し
てすぐに利用できます。（左記❷参照）

お気軽にご利用ください。

オペレーターサービス専用電話番号

0561-74-7031 365 日 24 時間対応
※通話料はお客様負担になります。

知識

電話番号でお客様を識別します。
固定電話や携帯電話からご連絡をいただいた
場合、ご本人が確認できないケースもありま
す。サポートアドレスにご登録された電話か
ら電話番号を通知して、おかけいただくと対
応がスムーズになります。

2 オペレーターに依頼する

下記のサービスメニューを参考に、オペレーターに依頼してください。

●サービスメニュー一覧

ドライブ
サポート

行き先をお電話でオペレーターにお伝えいただくだけで、
ナビの目的地設定をおこないます。ナビの目的地設定

現在地や目的地周辺の駐車場を満空情報とともにご案内
します。駐車場のご案内＊1

お客様のご要望をお聞きしてオペレーターが情報を検索
し、ナビにお送りします。レストランなどのご案内

現在地や目的地までの渋滞情報や工事などによる通行規
制情報を配信します。道路交通情報の配信

スポーツの結果や最新のニュースなどを配信します。ニュースの配信

現在地や目的地周辺の最新の天気予報を配信します。天気予報の配信

ハンズフリー電話で電話をかけたい施設の電話番号をお
調べして、セットします。電話番号案内

オートアラームの作動を検知して、電話でご連絡します。オートアラームの作動連絡＊2

お客様の要請により、盗難車の位置を追跡します。盗難車両の位置追跡＊3

JAF の手配をサポートするロードアシスト24 にお電話を
取り次ぎます。

ロードアシスト24への
取り次ぎ

夜間・休日に診察が受けられる病院等をご案内します。夜間・休日診療機関の案内

セキュリティ
お客様の要請により、車両確認のため現場に警備員を派
遣します。警備員の派遣＊3

トラブル
サポート

＊1：目的地に近づくと自動的に満空情報が更新されます。
＊2：G-BOOK対応のオートアラームの装着が必要です。
＊3：ご依頼にあたっては、警察への被害届の提出をお願いします。また、警備員の派遣は出動1時間以内が無料です。

知識

クラウンオーナーの皆様へ
クラウンのお客様は通話料が無料になり、ホ
テルの宿泊予約をリクエストできるクラウン
専用のオペレーターサービス「クラウンコー
ル」をご利用いただけます。クラウンコール
は有料コンテンツ（月額 315 円・税込）です。
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ドライブ支援6オペレーターサービス

3 ナビに情報が届く

オペレーターからの情報が車載機に届くと、
受信完了のアナウンスとともに、下記のよう
なダイアログが表示されます。

はい

▼
情報が車載機（ナビ）にセットされる

◎ 依頼した内容によって、受信完了の
アナウンスやダイアログのテキスト
の内容が変わりますが、操作は同じ
です。

◎ その場でセットしない場合は【いい
え】を選択し、あとで呼出して利用
できます。

◎ 携帯電話や固定電話で依頼した場合、
次回 ACC-ON 時に情報を受信します。
ダイアログが表示されない場合は手
動で受信してください。

POINT!

知識

情報を手動で受信する
なんらかの理由により情報が自動で受信でき
なかった場合は【情報確認】にタッチして、
手動で受信してください。

4 受信履歴情報を利用する

過去に依頼した情報を再度、呼び出して利用
することができます。また、受信した情報を
【いいえ】で保留した場合もこの方法で呼出
して、車載機（ナビ）にセットします。

情報・　　スイッチ

▼
情報確認

▼

受信一覧

▼
受信履歴が一覧で表示される

▼
希望するものを探してタッチする

▼

はい

▼
情報が車載機（ナビ）にセットされる

MEMO



Drive Support

34

004

35

ドライブ支援6渋滞回避サービス

渋滞予測を利用する

渋滞予測では、VICSによる最新の交通情報と、
過去の統計データから高速道路の今後の渋滞
変化を予測し、結果をナビにわかりやすく表
示します。そして、同時に周辺の渋滞状況を
音声で読上げます。画面を切り替えることで、
「現在の状況」の他、「30分後の予測」「60
分後の予測」「90分後の予測」が表示されま
す。今後、渋滞が解消していくのか、逆に増
加していくのかがひと目でわかります。ナビ
の目的地が設定されている場合は、目的地ま
でのルート上の渋滞を音声で読上げ、出発時
間別の所要時間のチェックができます。

●60分後の渋滞予測を見る

メニュースイッチ

▼
渋滞予測

▼

現在の渋滞状況

+

▼

30分後の予測

+

▼

60分後の予測

●所要時間をチェックする

ナビの目的地設定をする

▼
メニュースイッチ

▼
渋滞予測

▼

所要時間

▼

◎ 上記の画面のケースでは 60 分後に
渋滞が解消するので、60 分休憩し
てから走行した方が渋滞に巻き込ま
れないてスムーズに走行できること
がわかります。

POINT!

Gルート探索（プローブ情報付）
を利用する

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（Tプローブ交
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。

目的地設定スイッチ

メニュースイッチ

● Gルート探索（プローブ情報付）を
設定する

ナビの目的地を設定する

▼

通常のルート案内が表示されます

　　ルート

▼

渋滞を回避したルートが表示され、
新しいルートで案内を開始します
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ドライブ支援6駐車場情報

G-駐車場を利用する

現在地や目的地周辺の駐車場を検索できるだ
けでなく、いま空いているかどうかの満空情
報まで分ります。事前に検索範囲や車両サイ
ズ・形状＊1などの条件を登録しておけば条
件に合う駐車場のこだわり検索ができます。
一般の時間貸し駐車場のほか百貨店の提携駐
車場も検索できます。また、オペレーター
に目的地周辺の駐車場検索を依頼した場合は、
目的地に近づくと自動的に満空情報が更新さ
れ、最新の状況がナビ画面に表示されます。

知識

アイコンで満空を表示します
駐車場の状況をアイコンで表示しています。
・・・満車（赤）
・・・混雑（橙）
・・・空車（青）
・・・満空情報なし（グレー）
・・・車両制限の可能性あり
・・・休止・閉鎖中

●駐車場を検索する

▼

G-BOOK.com

▼

▼

検索結果がアイコンで地図に表示される

情報・　　スイッチ

メインメニュー

▼

▼

希望する検索ボタンにタッチ

知識

Myリクエストからも検索できます
Myリクエストの中にはあらかじめ［現在地
周辺 10 件］［目的地周辺 10 件］［こだわり
検索 10 件］のボタンが登録されています。
→Myリクエストについて詳しくは本誌 66P
をご覧ください。

●こだわり検索の事前設定の手順

▼

左ページ（本誌36P）の方法で
G-駐車場にアクセスする

▼
こだわり検索20件

▼

メニュー

▼
設定

設定したい項目を選択する。
以下、表示される画面に従って
条件を登録してください。

知識

こだわり条件で絞り込みができます。
事前登録できるこだわり条件は以下の中から
最大 3つです。
●満車・空車の情報あり●空車優先● 24 時
間営業●立体駐車場除く・機械式除く●障害
者専用スペースあり●領収書発行可能
また、上記の条件を都度指定して絞り込み検
索することができます。

知識

オペレーターに依頼すると便利です。
オペレーターに目的地周辺の駐車場検索を依
頼しておけば、目的地に近づくと最新の満空
情報に自動更新されます。また、オペレーター
に条件を伝えれば、その条件に合う駐車場を
ご案内します。

G-駐車場

＊1：車両サイズ・形状の登録は車載機からの登録が必要となります。

Gメニュー

▼
インフォメーション

▼
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1 アクセスする

情報・　　スイッチ

▼
アミューズメント

▼
カラオケ／BGMを選択

2 コースを選択

コンテンツトップ画面

▼
曲を選ぶ

▼
コース選択

▼
コースを選ぶ

▼
利用手続

▼
画面の指示に従って契約する

※一度、契約をすれば次回以降は不要です。
※解約も同じ手順でできます

3 選曲・予約をする

コンテンツトップ画面

▼
曲を選ぶ

▼
歌いたい曲／聴きたい曲を選ぶ

▼
この曲を予約する

4 演奏開始

コンテンツのトップ画面に戻り、【▶】にタ
ッチします。
※詳しい操作方法は車載機の取扱書をご覧ください。

知識

歌い放題／聴き放題の契約は1ヶ月単位です。
初回の利用期間は購入日の月末までです。以
降、毎月自動更新されます。

AUTOLIVEを利用する

AUTOLIVEは、車載機（ナビ）にプリインス
トールされたカラオケやBGMの楽曲データ
を再生するライセンス・キーをオンラインで
購入し、楽しむことができる有料コンテンツ
です。カラオケでは、ナビ画面に歌詞が表示
されます。お得な「歌い放題コース」「聴き
放題コース」もあります。

ドライブ支援6音楽を楽しむ

※通信でダウンロードして購入した曲は期間に制限なく利用できます。
＊1：毎月自動更新されます。

●各コンテンツの紹介
JOY SOUNDならではの厳
選された楽曲を歌い放題で
お楽しみください。

提供：株式会社エクシング

スタンダードナンバーを中
心にセレクトしたBGM

提供：株式会社コルグ

●AUTOLIVEのコースと利用料金
コース名

クルカラJOYSOUND（月額歌い放題）

コルグ・ザ・ドライブBGM（聴き放題）

5,000曲が歌い放題

内容

169チャネル・800曲が聴き放題

利用料金

月額735円（税込）＊1

月額315円（税込）＊1

JASRAC出0703864-701

注意
走行中、歌詞は表示されません。楽曲のみの
再生となります。
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MEMOCDタイトル情報取得について

車載機のハードディスクに録音されたCDの
タイトル情報（アルバム名、アーティスト
名、曲名、ジャンル名など）を表示します。
G-BOOKセンター経由でGracenote CDDBか
ら情報をオンライン取得するので、最新の
CDタイトル情報を取得して表示することが
できます。

ドライブ支援6音楽を楽しむ

❶ 「PLAY MODE」で「アルバム」が選
択されていることを確認してくださ
い。「アルバム」が選択されていな
いと【Gで検索】のボタンが表示さ
れません。

❷ 該当する CDタイトル情報が見つか
らない場合は、メッセージが表示さ
れたあとに曲情報の画面に戻ります。

操作の
補足説明

●タイトル情報を取得する

曲情報

▼

Gで検索

▼
表示された画面の指示に従って、

タイトルを選択・登録する（左記❷参照）

▼

左記❶を確認する

▼

知識

音楽認識技術及び関連情報は Gracenote® 社
によって提供されています。
Gracenote® は、グレースノート社の登録商
標です。Gracenote ロゴおよびロゴ標記およ
び "Powered by Gracenote" ロゴはグレース
ノート社の商標です。
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パソコン、携帯との連携6携帯電話で利用する

携帯電話で利用する

G-BOOKはインターネットを通じて、携帯電
話からもご利用いただけます。G-Securityの
設定／解除のほか、レストランなどの情報検
索、お車から離れているときに、車載機（ナ
ビ）の目的地設定などができます。

❶ 携帯電話で下記のQRコードを読み
取るかURLを直接入力してください。

お気に入り（ブックマーク）に登録
してください。

❷ 契約 ID とパスワードについては
72P をご覧ください。

❸ G 暗証番号の登録をしていない場合
は、契約 ID とパスワードでログイ
ン後、【お客様情報】→【G暗証番号】
より任意の番号（数字 4桁）を登録
してください。

操作の
補足説明

●G-BOOK moとは？

http://mo.g-book.com/（左記❶参照）

▼
契約IDとパスワードを入力（左記❷参照）

▼
ログイン

▼
ログイン完了

●2回目以降のログイン

http://mo.g-book.com/（左記❶参照）

▼

▼
ログイン完了

ログイン

携帯サイトのトップ画面について

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

★ 会員登録はこちら

よくある質問（FAQ）
お問い合わせ
当サイトの対応機種
ご利用規約
プライバシーポリシー
特定商取引法に基づく表記

G-BOOK moはトヨタメディアサービ
ス株式会社が管理・運営してい
ます。

G-BOOK  mo

G-BOOK moに関する簡単な説明がご覧いた
だけます。

●G-BOOKとは？
G-BOOKに関する簡単な説明がご覧いただけ
ます。

知識

かんたんログインは便利な機能です
携帯電話サイトでは快適にサービスをご利用
いただくために、携帯電話端末固有の ID で
ある「携帯電話情報」を利用した認証システ
ムを導入しています。これはお客様の契約
ID とパスワード、G暗証番号、携帯電話情
報を初回ログイン時に登録すると、2回目以
降のログインは G暗証番号の入力のみで可
能となるしくみです。G暗証番号でのログイ
ンはご登録いただいた携帯電話以外からはロ
グインできないので簡単かつ安心してご利用
いただけます。（登録は 1台のみとなります）

●携帯サイトにログイン（初回）

注意
携帯電話の機種変更をした場合
機種変更をした場合は、再度、かんたんログ
インの登録が必要です。

▼
「■かんたんログイン」の枠に

G暗証番号（数字4桁）を入力（左記❸参照）

●ログインする
G暗証番号もしくは、契約ID・パスワードを
入力して下のログインをクリックします。

■ かんたんログイン

G-BOOK  mo

ログイン

ログイン

■ ID・パスワードによるログイン
ID

パスワード

かんたんログインの設定は、ログイン
後「お客様情報」より設定いた
だけます。

トップメニュー

●G-BOOK対応車種検索
現在販売されている車でご利用いただける
G-BOOKサービスを確認できます。

●動作確認済み携帯電話
G-BOOK対応ナビの動作確認済み携帯電話が
確認できます。
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パソコン、携帯との連携6携帯電話で利用する

G-Security

セキュリティ通知状態

車両の位置追跡/警備員派
遣サービス

SAI
練馬＊＊＊な＊＊＊＊

 ・ アラーム通知（電話）： 設定中
 ・ アラーム通知（メール）： 設定中
 ・ エンジン始動通知： 解除中
 ・ ACC-OFF通知： 解除中
 ・ 10分毎通知： 解除中

1 

2

G-BOOK  mo
トップメニュー

ログイン後の画面について

携帯サイトにログインすると右記のような画
面が表示されます。主要な画面にはここから
ダイレクトにアクセスできます。

○○さん
こんにちは

G-BOOK  mo

［What’s new］
▼過去の履歴一覧

［お知らせ］
さまざまな情報を掲載いたします。

オペレーターサービス
G-Security
マイカーインフォメーション
ドライブプラン
渋滞情報
Eメールデリバー

お客様情報
よくある質問

1 
2 

4
3

5
6

5渋滞情報
出発地と目的地を設定して、途中の高速道路
の渋滞予測を見ることができます。

2G-Security
G-Securityの設定状況の確
認やお車の位置確認、各サ
ービスの設定および解除が
できます。

4ドライブプラン
車載機（ナビ）の目的地設定やスポット検索
などドライブルートの作成ができます。

■お客様情報
お客様情報の確認・追加・
変更ができます。

セキュリティ通知設定

G-Security
セキュリティ通知設定

アラーム通知（電話）
アラーム通知（メール）
エンジン始動通知
エンジン始動通知オプション
ACC-OFF通知
10分毎通知

通知が必要なサービスをチェックして
決定にお進みください。

※エンジン始動通知の10分毎の
通知は初回の通知から24時間を
超えた通知を行った時点で自動
解除されます。

G-BOOK  mo

戻る
トップメニュー

決定

車種および車載機（ナビ）の種類により画面の表示項目が変わります。

3マイカーインフォメーション
お車の走行距離の確認やリモートメンテナン
スメールの確認・返信、マイカーダイアリー
の確認・登録等ができます。

6Eメールデリバー
自宅や会社などで使っているメールアドレス
を登録しておくとメールの送受信ができます。
※携帯電話のメールアドレスは登録できません。

■お客様情報

G-BOOK mo設定
かんたんログイン設定
1 
2 

G-BOOK  mo
トップメニュー

個人情報
利用明細
G-BOOK解約
利用継続変更
サポートアドレス
ID・パスワード
G暗証番号

3 
4 
5
6 
7 
8
9 

G-BOOK （ナビ）

■お客様情報
＞G暗証番号の設定・変更

G暗証番号は、かんたんログインや
セキュリティサービスのご利用時に必
要です。
G暗証番号を設定・変更される場
合は、新しいG暗証番号（数字4
桁）を入力してください。

G-BOOK  mo

お客様情報トップ
トップメニュー

設定

希望のG暗証番号（数字4桁）：

希望のG暗証番号再入力

■お客様情報
＞サポートアドレス

現在登録いただいている情報は
下記の通りです。

携帯電話：
090-＊＊＊＊-＊＊＊＊

固定電話：
登録されていません

携帯メール：
etoyota1234@＊＊＊＊.ne.jp

予備メール1：
toyota1234@mai.＊＊＊.ne.jp

予備メール2：
登録されていません

G-BOOK  mo
トップメニュー

＞変更する

G暗証番号

サポートアドレス

1オペレータサービス
365日24時間オペレーターに口頭で施設情
報検索を依頼することができます。

ID・パスワード
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パソコン、携帯との連携6スマートフォンで利用する

スマートフォンで利用する

Google PlayストアかApp Store
またはQRコードより

smart G-BOOKアプリ（無料）をダウンロード

待ち受け画面から［smart G-BOOK］にタッチ

●smart G-BOOKにログイン（初回）

待ち受け画面から
［smart G-BOOK］にタッチ

●2回目以降のログイン（下記❸参照）

❶ すぐに登録をおこなわない場合は、
【あとで】を選択します。あとで登
録をおこなう場合は【メニュー】→
【HELPNET】より登録ください。
❷ スマートフォンの機種によっては再
ログインが必要です。

❸ 初回ログイン時に、オートログイン
をオフにした場合、再度パスワード
の入力が必要となります。

操作の
補足説明

知識

smart G-BOOK の「HELPNET」はスマートフォ
ンから緊急通報をおこなうことができるサー
ビスです。
※車載機（ナビ）の「ヘルプネット」とは異なります。

smart G-BOOKとは、スマートフォン向けの
テレマティクスサービスです。目的地など行
きたい場所を話しかける「エージェント機能
（音声認識）」や、万一の災害時に避難所な
どの関連施設の検索ができる「災害対策サー
ビス」などのサービスがご利用いただけます。

（右へ続く）

▼

はい

▼

登録

▼
HELPNET利用登録完了

▼
試験通報する

▼

（左から続く）

試験通報完了

▼
トップに戻る（右記❷参照）

▼
同意する

▼
HELPNET 利用登録

お名前・フリガナ・電話番号
生年月日・性別を確認

▼

▼

※画面はイメージです。

※画面はイメージです。

（左から続く）

▼

利用登録

▼
電話番号を入力（3台まで可）

▼
選択

▼
利用登録完了

▼
HELPNETの利用登録に進む（右記❶参照）

▼

ご利用規約に進む

▼
（右へ続く）

ログイン

▼

契約IDとパスワードを入力

HELPNET利用登録

▼

※画面はイメージです。

▼

※画面はイメージです。
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パソコン、携帯との連携6パソコンで利用する

パソコンで利用する

G-BOOKはインターネットを通じて、パソコ
ンからもご利用いただけます。レストランな
どの情報検索のほか、お車から離れていると
きに、G-Securityの設定・解除やナビの目的
地設定などができます。その他、サポートア
ドレスの変更やG暗証番号の変更、Myリク
エストの編集など車載機でおこなうさまざま
な設定がパソコンのユーザーサイトでできま
す。

❶ 契約 ID はブラウザに記憶させてお
くと便利です。契約 ID とパスワー
ドについては本誌 72P をご覧くださ
い。

操作の
補足説明

知識

パスワードは変更が可能です
パスワードは定期的に変更をお願いします。
→詳しくは本誌 73P をご覧ください。

1G-BOOK ビューアーを表示します。

3ドライブプランを表示します。

4Gメモリの一覧画面を表示します。

2G-BOOK 設定を表示します。

5Myリクエストの編集画面を表示します。

1G-BOOKビューアー 3ドライブプラン

◎ 車載機で利用している一部のコンテ
ンツがパソコンでも利用できます。

◎ 車載機と同じ画面が表示され、いつ
もの操作がパソコンから簡単にでき
ます。

POINT!

2G-BOOK設定

◎ サポートアドレスの設定や変更、
G-Security のオン、オフなど車載機
でおこなう主な設定がパソコンから
簡単にできます。

POINT!

詳しくは本誌 52P をご覧ください。

4Gメモリ一覧

詳しくは本誌 50P をご覧ください。

5Myリクエスト設定

My リクエストの編集ができます。詳しくは本誌
66P をご覧ください。

●ユーザーサイトにアクセスする

http://g-book.com/にアクセス

▼

契約IDとパスワードを入力（左記❶参照）

▼
ログイン

▼
ユーザーサイトが表示される

▼

ログイン

▼
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パソコン、携帯との連携6ナビに情報を送る

Gメモリを利用する

Gメモリは車載機（ナビ）、携帯電話、パソ
コンのすべてで使える共通のブックマークで
す。お気に入りのスポットなどをGメモリに
登録しておけば、いつでも呼出して利用でき
ます。

1 Gメモリを登録する

G-BOOKで検索したスポット情報はすべてG
メモリに登録できます。画面に表示される【G
メモリ】にタッチするだけでOKです。

2 車載機（ナビ）でGメモリを
 利用する

車載機（ナビ）で目的地設定をするとき、G
メモリを呼出して利用できます。自宅やオフ
ィスからパソコンや携帯電話でGメモリを登
録しておけば目的地設定が簡単になります。

◎ G メモリをナビのメモリ地点に登録
することができます。【目的地スイッ
チ】→【その他の方法】→【Gで設
定】→【Gメモリ一括ダウンロード】
→メモリ地点に登録される。

◎ パソコンや携帯電話で検索したス
ポット情報をGメモリに登録するこ
とができます。→詳しくは本誌 56P
～ 60P をご覧ください。

POINT!

3 Gメモリを編集する

Gメモリに登録したスポットに名前を付けた
り、コメントをつけるなど、Gメモリの編集
ができます。パソコンでの編集が便利です。

▼
　　で設定

▼

●車載機でGメモリを呼出す

目的地設定スイッチ

Gメモリ

▼
Gメモリの一覧が表示される

Gメモリ一覧（パソコン）

Gメモリ詳細画面（パソコン）

MEMO
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ドライブプランを利用する

パソコンや携帯電話から目的地を事前に検索
して、そのままナビに設定できるサービスで
す。ドライブルートや所要時間のシュミレー
ションをすることもできます。

▼

週末の箱根ドライブを
目的地に設定しますか？

ルート探索画面（パソコン）

車載機で情報を呼び出す

1 スポットを検索する

パソコンからドライブプランにアクセスし、
スポットを検索します。例としてトヨタ博物
館を検索してみます。

▼
ドライブプランにアクセスする（下記❶参照）

▼
検索

▼
一覧から「トヨタ博物館」を選択

▼

▼
検索結果画面が表示される

❶ ドライブプランのアクセス方法は本
誌 48P をご覧ください。

❷ ジャンルや住所、地図から検索した
り、有名タウン誌などが提供するお
すすめスポット検索も利用できます。

操作の
補足説明

2 目的地に設定する

次に、検索したスポット（トヨタ博物館）を
ルートの目的地設定します。

▼
検索結果画面

ルート編集へ

▼

▼
新規ルート（下記❸参照）

▼
目的地に名前を付ける

▼
「1目的地」をチェックする（下記❹参照）

▼
決定

▼
ルート編集画面が表示される（右記に続く）

❸ 【新規ルート】をクリックしないと
目的地の選択ができません。また、
検索したスポットをすでに作成した
ルートに追加するときは【既存ルー
ト】をクリックしてください。

❹ ルートの順番に合わせて［1］～［5］
が設定できます。

操作の
補足説明

3 ルートを作成する

スポットを目的地に設定すると下記のような
画面が表示されます。このページで最大5ヶ
所まで目的地を設定することができます。

▼
ルートに名前を付ける

▼
探索条件を指定（下記❺参照）

▼
出発地を確認する（下記❻参照）

▼
必要に応じて目的地を追加する

▼
登録

▼
完了

❺ 探索条件は「推奨ルート」「有料道
路優先」「一般道優先」が指定でき
ます。

❻ 自宅が登録されている場合は、出発
地に自宅が自動的に設定されます。
必要に応じて変更してください。

操作の
補足説明

キーワードから検索の
「施設名」をチェックして、

「トヨタ博物館」と入力（下記❷参照）
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4 登録したルートを探索する

出発予定時刻もしくは最終目的地の到着予定
時刻を入力してMyルートに登録したルート
の所要時間をシュミレーションすることがで
きます。

▼
「ルートを探索」アイコン

をクリック

▼
出発予定／到着予定の日時を入力

決定
▼

▼

5 車載機で利用する

Myルートに登録したルートを車載機で呼び
出して利用できます。

▼
　　で設定

▼

目的地設定スイッチ

ドライブプラン（Myルート）

▼

▼
一覧からルート名を選択する

▼

◎ My ルート（最大 100 件）に登録し
たルートを呼出すことができます。
画面には登録したルート名で表示さ
れます。

◎ My リクエストから呼び出すことも
できます。

POINT!

トヨタ博物館へドライブを
目的地に設定しますか？

参考  パソコンのMyルート画面のボタンについて

●出発時刻案内の設定ができます
出発前の設定された時間に、サポートアドレスに登録さ
れているパソコンや携帯電話のメールアドレスへ、ルー
ト上の最新交通情報をお知らせするメールが届きます。
【新規設定】➡メールの送信条件の設定ができます。
【設定ルート一覧】➡設定の解除や変更ができます。

●出発時刻案内のメールが
　設定されていることを表示しています。

【新規ルート作成】➡新規ルートの作成ができます。

【自宅の登録】➡自宅の設定や変更ができます。自宅
が登録されている場合、ボタンの表記は「自宅の変更」
になります。
【ルートの並べ替え】➡ルートの順番を変更できます。

●ルート探索へ

●ルート編集へ

●ルートを
　削除します

●交通情報へ

●スポット検索へ ●Gメモリ一覧へ ●Myリクエスト設定へ

●スポット連携へ
　（本誌 56P）



Seamless Service

56

005

57

パソコン、携帯との連携6ナビに情報を送る

スポット連携を利用する

パソコンや携帯電話で検索したスポット情報
を簡単な操作でGメモリに登録することがで
きます。G メモリに登録した情報はパソコン
や携帯電話のG-BOOKユーザーサイトや車載
機（ナビ）から呼び出して、ナビのメモリ地
点に登録したり、目的地設定やドライブルー
ト作成に利用できます。

1 スポット連携の初期設定

▼
ドライブプランにアクセス（下記❶参照）

▼
スポット連携

「利用する」にチェック（下記❷参照）

▼
任意の「スポット連携ID」を設定

（下記❸参照）

▼
登録

▼
設定完了

❶ ドライブプランのアクセス方法は本
誌 48P、52P をご覧ください。

❷ 利用したいサービスを選んでチェッ
クしてください。

❸ このスポット連携 ID はパソコンや
携帯電話から情報を送信する際に使
用します。G-BOOK ID をスポット連
携 ID として登録することもできま
す。スポット連携 ID は英字と数字
を組み合わせ、6 ～ 32 文字の範囲
で設定ください。

操作の
補足説明

●パソコンで設定する場合

▼

変更する（右記❷参照）

▼

●携帯電話で設定する場合

ドライブプランにアクセス（右記❶参照）

「利用する」にチェック（右記❸参照）

▼
次へ

▼
「スポット連携IDを設定する」にチェック
して任意の番号を設定（右記❹参照）

▼
スポット連携の設定

決定

▼
設定完了（右記❺参照）

❶ ドライブプランのアクセス方法は本
誌 44P ～ 45P をご覧ください。

❷ 初期設定ではスポット連携を「利用
しない」設定になっています。

❸ 利用したいサービスの「利用する」
にチェックしてください。

❹ このスポット連携 ID はパソコンや
携帯電話から情報を送信する際に使
用します。G-BOOK ID をスポット連
携 ID として登録することもできま
す。スポット連携 ID は英字と数字
を組み合わせ、6 ～ 32 文字の範囲
で設定ください。

❺ 「利用する」に画面が変わったこと
を確認してください。

操作の
補足説明

知識

初期設定をしておけば簡単に登録できます
あらかじめドライブプランのサイトで、「ス
ポット連携 ID」を設定しておけば、簡単に
パソコンや携帯電話から Gメモリへスポッ
ト情報を登録できます。

知識

2014年4月現在、ご利用いただけるサービス
◎パソコンサイト
　●  Yahoo! JAPAN の Yahoo! 地図
　●びあはーる
◎携帯サイト
　●  Yahoo! JAPAN の Yahoo! 地図
　●ドコモ地図アプリ※

 ※： 「ドコモ地図アプリ」のご利用には専用の
アプリを携帯電話にインストールする必
要があります。対応機種およびダウンロー
ド、インストールの方法はNTT docomo
のホームページをご覧ください。
「ドコモ地図アプリ」はNTT docomoが提
供する携帯電話用の地図アプリです。

ご利用には初期設定が必要です。

❷

❸ スポット連携の設定

G-BOOK  mo

ドライブプラン トップ
トップメニュー

●スポット連携の設定
・Yahoo! JAPAN
 ◎利用する
 ◎利用しない
・ドコモ地図アプリ
 ◎利用する
 ◎利用しない
・びあは～る
 ◎利用する
 ◎利用しない
・全力案内！
 ◎利用する
 ◎利用しない

次へ

●

●

●

●
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知識

Gメモリ一括ダウンロードの方法
パソコンや携帯電話で登録した Gメモリを
車載機（ナビ）のメモリ地点に一括してダウ
ンロードして登録することができます。メモ
リ地点に登録しておけばより簡単な操作で素
早く情報を引き出して使用できます。下記の
手順でダウンロードしてください。
［目的地スイッチ］→［その他の方法］→［G
で設定］→［Gメモリ一括ダウンロード］

▼
「地図アプリ」を起動する

▼
施設を検索する

便利機能

▼

▼
カーナビに送信

「TOYOTA G-BOOK」にチェックして、
「スポット連携ID」を入力

2 スポット情報をGメモリに送信する

●ドコモ地図アプリから送信する

上記で送信

▼
情報がG-BOOKセンターに送信され、

Gメモリに登録されます。

［ Yahoo!地図の画面］

❶

❹

❷

❸

●モバイル版 Yahoo!地図からの送信方法

▼
「Yahoo!地図」にアクセスする

▼
施設情報を検索する

カーナビへ送る（右記❶参照）

▼
Yahoo! JAPAN IDとパスワードを入力します

▼
送信先から「TOYOTA G-BOOK」を選択し（右記
❷参照）、「スポット連携ID」を入力（右記❸参照）

▼
送信（右記❹参照）

▼
情報がG-BOOKセンターに送信され、

Gメモリに登録されます。

● 「Yahoo! 地図」にアクセスするには、
携帯電話で Yahoo! JAPAN のホーム
ページ（http://yahoo.jp/）にアク
セスし、メニューから「地図」を選
択するか、もしくは下記のQR コー
ドからアクセスしてください。

操作の
補足説明

QRコード
［Yahoo!地図］

次ページに続く

▲

▼

●びあはーるからの送信方法

びあはーるにアクセスする
http://www.viajar.jp/

▼
ドライブプラン

▼
施設情報を検索する

「ナビ・携帯へ送る」ボタン

▼
G-BOOKへ送る

▼
スポット連携IDを入力します

▼
送信

▼
情報がG-BOOKセンターに送信され、

Gメモリに登録されます

▼
ナビ・携帯へ送る
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メモリ一覧の中から情報を選択する
（下記❶参照）

▼

❶ 施設名の前に送信元のサービス名称
（略称）が表記されます。操作の

補足説明

3 車載機（ナビ）で情報を呼び出す

はい

ナビの地図にスポットが表示されます
▼

※画面は2014年4月現在のものです。予告なく変更される場合があります。

▼
　　で設定

▼

目的地設定スイッチ

Gメモリ

▼

MEMO

パソコン、携帯との連携6ナビに情報を送る
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G-BOOKのコンテンツについて

G-BOOKにはお客様のドライブをより楽しく
便利にするたくさんのコンテンツがオンライ
ンで提供されています。それぞれのコンテン
ツはジャンル別に分類されていますので、ご
利用になる場合は、Gメニューの中からジャ
ンルを選択してアクセスしてください。My
リクエストや音声認識コマンドを使って、シ
ョートカットでアクセスすることができるも
のもあります。また、利用料金が必要なコン
テンツもあります。有料コンテンツのご利用
については本誌70Ｐをご覧ください。

▼
メインメニュー

●コンテンツにアクセスする

情報・　　スイッチ

▼
G-BOOK.com
▼

Gメニュー
▼

ジャンルを選択
▼

コンテンツを選択

ネット予約 定期点検・整備・車検等の予約や問い合わせが簡単にできます。

マイカーダイアリー オイル交換や給油、洗車等、愛車のメンテナンス情報を記録できます。

ロードアシスト24 路上トラブル時に JAF の救援車両手配の取り次ぎが受けられます。
24 時間オペレーターが対応します。

リモートメンテナンス
サービス

お客様の車両の状況に応じて、車検や点検等メンテナンス等のご案
内を車載機（ナビ）にメールでお知らせします。

セ
ー
フ
テ
ィ
＆
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ 自動車保険「PAYD」

実走行距離連動型自動車保険「PAYD」。月々の支払い保険料の照会
もできる便利な保険です。
※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。

G-Security お車を盗難や車上荒しの被害から守ります。万一の場合は、位置情報を追
跡し、警備員を派遣します。

コンテンツ名 内容ジャンル

※上記サービスは2014年4月現在のものです。※記載のコンテンツは予告なく追加、削除される場合があります。

G-るるぶ 旅行情報誌の決定版「るるぶ」が提供する全国観光スポット情報を
ご案内します。

ぐるなび 全国の飲食店を検索できる、日本最大級のグルメ情報サイトです。

近くの店チェック 現在地から近くにあるお店を探すことができます。さまざまな条件
で検索できます。

ドライブプラン パソコンや携帯電話から、車載機（ナビ）にルートが簡単に設定でき
るサービス。おすすめスポットの検索も可能です。

コンテンツ名 内容ジャンル

ラ
イ
ブ
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

道路交通情報 渋滞情報や主な規制情報等の各種交通情報を、現在地と指定地周辺
を指定してご提供します。

G-駐車場 車両サイズや形状、空車あり、24 時間営業等の条件を指定して検索
すれば、ご希望に添った駐車場を優先して車載機（ナビ）に表示します。

最寄の情報 現在地周辺のトヨタ販売店、病院、ガソリンスタンド等をご案内し
ます。

お得情報 さまざまなお店や企業のキャンペーン案内等、知って得する情報を
ご提供します。

天気予報 全国約 140 エリアの天気予報をご提供。今日の天気のほか、週間天
気予報も確認できます。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
NHKニュース情報 NHK ニュース情報を政治・経済・スポーツ等、ジャンル別でご提供

します。

今日は何の日 全国的な祭事や、365 日の歴史上の出来事をご案内します。

ストックウェザー
株価情報 市場が開いている時間にライブ株価をご提供します。（20分ディレイ）

PHONE TO NAVI
ハンズフリー機能を利用し、道路交通情報や天気予報等を音声でご
案内します。
※ ご利用にはハンズフリー機能が必要です。通話料はお客様負担になります。

周辺情報
到着予想時刻の目的地周辺の天気およびルート上の強風や豪雨など
の気象情報や目的地周辺の駐車場の満空情報を取得し、音声および
地図上のアイコンでお知らせします。
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Eメールデリバー 自宅や会社等で使っているメールアドレスを登録しておくと、携帯
電話・スマートフォンからもメールの送受信ができます。

Gスケジュール 車、パソコンから利用できるスケジュール帳。どの端末からも同じ
データにアクセスできます。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

※上記サービスは2014年4月現在のものです。※記載のコンテンツは予告なく追加、削除される場合があります。

Gアドレス帳 車、パソコンから利用できるアドレス帳。どの端末からも同じデー
タにアクセスできます。

フレンドサーチ 自分の車の位置を確認したり、仲間の位置を検索できます。

Gメール G-BOOK ユーザー間で、ニックネームを使って簡単にメールのやり
とりができます。

ここだよメモリー パソコンから G-BOOK センターに登録されたお車の位置を確認する
ことができます。

伝言板・掲示板 メンバー同士が自由にコミュニケーションできる掲示板です。

知っ得ナビ 全国のユーザーによるグルメ、お店、イベント情報等の投稿・検索
サイトです。

Gクルーズ 車の走行距離等に応じて加算されるジークル（ポイント）でランキ
ングを競い合うゲームです。

エ
ン
タ
ー

テ
イ
メ
ン
ト

コンテンツ名 内容ジャンル ●smart G-BOOKのコンテンツについて
smart G-BOOK（スマートフォン向けサービス）では、お車の利用から徒歩まで、お客様の移
動をトータルでサポートするサービスがご利用いただけます。

※スマートフォンの機種等により、ご利用いただけるサービスが異なります。
※通信料および通話料は、お客様のご負担となります。詳しくはご利用の通信事業者へお問い合わせください。
※上記内容は2014年4月現在です。予告なく変更・中止される場合があります。

[smart G-BOOK　主なサービス・料金] 

サービス名 内容
料金（税込）

無料 有料
（2,500 円 / 年）

ルートCheck
（車／徒歩）

フリーワードや住所などで目的地を検索し、車または
徒歩でのルートを表示します。 ○ ○

ナビゲーション
（音声ルート案内）

交差点での拡大図表示や交差点名の読み上げなど、見やす
い地図と分かりやすい音声によるルート案内を行います。 － ○

VICS VICS 情報をキャッチし、渋滞・規制などの道路情報
を地図上に表示します。 －

△
オプション

（+1,000 円 / 年）

Tプローブ交通情報 トヨタ独自のリアルタイムな交通情報等で、渋滞や空
いている道が分かります。

○
（表示のみ）

○
（ルートに反映）

エージェント
（音声認識サービス）

スマートフォンに話しかければ、目的地の検索から設
定まで行います。 － ○

オペレーターサービス オペレーターがお客様に代わって目的地の検索を行い
ます。 － ○

災害対策サービス 万一の災害時に、避難所などの災害関連施設の検索な
ど、役立つサービスを提供します。 ○ ○

HELPNET 土地勘のない場所等での事故や急病時、オペレーター
がお客様の位置を確認し警察や消防に的確に伝えます。 ○ ○

SNS投稿 渋滞情報など交通情報の投稿や、Facebook、Twitter
への投稿ができます。 － ○

ドライブプラン 目的地を検索して「Myルート」や「Gメモリ」に登
録できます。 ○ ○
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その他のサービス6走行中にG-BOOKを操作する

Myリクエスト

Myリクエストはコンテンツやサービスをワ
ンタッチで利用できる便利なショートカット
機能です。ナビ画面のGボタンにタッチする
と、走行中でも操作できるリクエストボタン
が表示されます。初期設定では、【天気予報】
など利用頻度の高いリクエストボタンが登録
されています。設定は自由に変更できます。

1 Myリクエストを使ってみる

3 Myリクエストを編集する

リクエストボタンは追加したり、変更するこ
とができます。また、利用しやすいようにボ
タンの並び順を変更することができます。

▼

希望するボタンにタッチ
▼

リクエストした情報が読上げられる
▼

●リクエストボタンを追加する

登録替

登録するコンテンツの選択
▼

追加するボタンをチェック
▼

決定
▼

画面の表示を確認
▼

決定
▼

ボタンが追加される
▼

知識

パソコンでの編集が簡単です
Myリクエストの編集はパソコンのユーザー
サイトからもできます。
→詳しくは本誌 48P ～ 49P をご覧ください。

●リクエストボタンの並び順を変える

登録替

▼
コンテンツの表示位置変更

▼
移動したいボタンにタッチ

▼
移動したい位置のボタンにタッチ

▼
決定

▼
画面の内容を確認

▼
決定

▼
ボタンの位置が入れ替わる

音声認識コマンド

音声操作システムが搭載されている車では、
音声認識コマンドを利用して、G-BOOKが操
作できます。音声認識コマンドは走行中も使
えるので便利です。音声認識コマンドにはい
つでも利用できるコマンドの他に、Myリク
エストやG-BOOK.comの中で使う専用のコ
マンドがあります。画面の下にある【コマン
ド】にタッチすると利用できるコマンドが一
覧で表示されます。

●音声コマンドを利用してみる
音声操作システムの【トークスイッチ】にタ
ッチし、ナビのアナウンスに従って、音声認
識コマンドを発声します。下記のコマンドは
いつでも利用できるコマンドです。

オペレーター

▼
オペレーターに電話をかけます

ジーブック

▼
G-BOOK.comを表示します

マイリクエスト

▼
Myリクエストを表示します

テンキヨホウ

▼
天気予報を表示します

※画面下にある【コマンド】にタッチすると利用できるコマンドが一覧
で表示されます。
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その他のサービス6メールを利用する

メールサービスのご利用について

自宅のパソコンなどで利用しているメール
アドレスを「Eメールデリバー」に登録して、
メールの受信や返信、新規作成などが車載機
（ナビ）でご利用いただけます。パソコンの
メールアドレスをお持ちでない場合も無料メ
ールアドレス（デフォルトアカウント）が取
得できるので同様にご利用いただけます。

※携帯電話のメールアドレスは登録できません。

●Eメールデリバーにアクセスする

情報・　　スイッチ

▼
メインメニュー

▼
メール

▼
Eメール

▼
メニュー

▼
アカウント一覧が表示される

◎ デフォルトアカウントの取得やメー
ルアドレスの登録は E メールデリ
バーで設定します。

POINT!

1 無料メールアドレスを取得して
 メールを利用する
ご希望に応じて無料メールアドレス（デフォ
ルトアカウント）を取得することができま
す。このメールアドレスを使って車載機（ナ
ビ）からパソコンや携帯電話にメールを送信
したり、受信することができます。

●デフォルトアカウントを取得する

左記の方法で、アカウント一覧にアクセスする

▼
設定

▼
デフォルトアカウントの取得

▼
進む

▼
進む

▼
取得完了

知識

●デフォルトアカウントを取得後、メールア
ドレス（@の前の部分）をお好きなアドレ
スに変更できます。【設定】にタッチし、【デ
フォルトアカウントの編集・削除】→【編
集】の順にタッチ。画面の指示にしたがっ
て変更を行います。
　××××××@△△△ .mail.g-book.com
　↑この部分が変更可能

2 自宅のパソコンなどの
 メールアドレスを登録する
自宅のパソコンなどで利用しているメールア
ドレス＊を「Eメールデリバー」に登録して
車載機（ナビ）からメールの送受信ができます。

＊一部、対応していないプロバイダがあります。
　携帯電話のメールアドレスは登録できません。

●メールアドレスの登録方法

左記の方法で、アカウント一覧にアクセスする

▼
設定

▼
新規アカウントの登録

▼
アカウントID、パスワードなど必要な
情報を入力（右記❶❷❸参照）

▼
決定

▼

▼
進む

▼
登録完了

❶ アカウント ID やパスワード、受信
サーバ名などの情報は、ご利用の
メールのプロバイダから送付されて
いる書類に記載されています。

❷ 受信メールサーバの種類は、一般的
には「POP3」です。

❸ 受信メールサーバポート番号は、
一般的には「110」です。

操作の
補足説明

決定

登録内容の確認

▼
テスト

▼
注意

携帯電話のメールアドレスは登録できません。
ご利用のプロバイダによっては、Eメールデ
リバーにアドレスを登録できない場合があり
ます。

知識

●送受信メールが全角 500 文字を超える場
合、超過分は自動的にカットされます。

●添付ファイルはカットされます。
●受信メールは最大 20 件まで新着順に読み
上げます。

●読み上げを中止しても、そのメールは既読
となります。

●受信メールの内容を画面でチェックしたい
場合や既読メールをチェックしたい場合は
［受信一覧］から確認できます。
● 20 件を超えると古いものから順に表示さ
れなくなります。

●パソコンで利用する場合は設定により受信
後 7日以内であれば、最大 40 件まで表示
されます。

●メール受信から7日間を過ぎると表示され
なくなります。

●音声認識コマンドは「メール」です。
●自動読み上げアカウントに設定するとメー
ルの新着を車載機がお知らせし、メールの
内容を読み上げます。

●自動読み上げアカウントの設定は、アカウ
ント一覧画面で【設定】にタッチし、【自
動読み上げアカウントの設定】→アカウン
トを選択→【進む】の順にタッチします。
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●有料コンテンツを購入する

画面にコンテンツ購入の案内が表示される

▼
規約を確認／承諾する

▼
承諾

▼
利用料金、支払い方法などを確認

▼
購入

▼
G暗証番号を入力（下記❶参照）

▼
決定

▼
購入完了

❶ G 暗証番号と支払い方法の登録がな
い場合は登録画面が表示されます。
G暗証番号については本誌 20P をご
覧ください。

操作の
補足説明

知識

お支払い方法について
クレジットカードのほか、口座引落し、指定
口座振込（法人のみ）の方法がお選びいただ
けます。クレジットカードならオンラインで
登録できますので、すぐにコンテンツの購入
が可能です。クレジットカード以外の方法を
ご希望の場合は書面での手続きとなりますの
で G-BOOK サポートセンターへご連絡くだ
さい。
→支払いに利用するクレジットカードの登録
および変更については本誌 21P をご覧くだ
さい。

●購入済みコンテンツの確認と解約の方法

情報・　　スイッチ

▼
メインメニュー

▼
G-BOOK.com

▼
ユーザー

▼
コンテンツ購入履歴／解約

▼
コンテンツ契約内容の確認

▼
購入中のコンテンツを確認する

▼
解約する場合は、そのコンテンツを選択

▼
解約

▼

コンテンツ解約の確認画面

▼
決定

▼
解約完了

G暗証番号を入力

▼
決定

▼

その他のサービス6有料コンテンツを購入する

有料コンテンツのご利用について

G-BOOKのコンテンツにはWeb登録のみで
ご利用いただける「無料コンテンツ」のほか
に、別途、購入手続きが必要な「有料コンテ
ンツ」があります。有料コンテンツの利用期
限は1ヶ月（購入日を含む月の月末まで）と
なり、解約手続きをされない場合、翌月初日
に契約が自動更新されます。このタイプには
下記のものがあります。
●オペレーターサービス（→30P）

知識

通信のセキュリティについて
クレジットカード番号等の情報は、高度なセ
キュリティ管理のもと暗号化して送信されま
す。これらの情報が外部に漏れることはあり
ません。また、クレジットカード番号は一度
登録しておくと、2回目以降はG暗証番号を
入力するだけで購入できるので、安心かつ簡
単にご利用いただけます。
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資料＆FAQ6IDとパスワードについて

IDとパスワードについて

G-BOOKで利用するIDとパスワードについて
ご説明します。

1 契約ID

契約IDは、G-BOOKのサービスを利用するに
あたり、お客様を特定する大切なIDです。

■書面でお申込された場合
→お手元にある『G-BOOK利用申込書』に記
載されています。（下記❶参照）
■Web登録でお申込みの場合
→お申込みの際に画面に表示された「GB#」
ではじまるものが契約IDです。

◎ リマインダー設定しておけば車載機
やパソコンで照会できます。

◎ 契約 ID は変更できません。
POINT!

2 パスワード

パスワードは契約IDとセットで、お客様が
契約者ご本人様であることを確認させていた
だくための番号です。G-BOOKの携帯サイト
やパソコンサイトにログインするときや支払
い方法の登録、G-Securityの設定を解除する
ときなどに利用します。

■書面でお申込みされた場合
→お手元にある『G-BOOK利用申込書』に記
載されています。

■Web登録でお申込みの場合
→ご自分で登録された6～20桁の数字です。

◎ リマインダー設定しておけば車載機
やパソコンで照会できます。

◎ パスワードは覚えやすいものに変更
できます。

◎ パスワードの変更方法は本誌 73P を
ご覧ください。

POINT!

3 G暗証番号

G暗証番号は、契約IDやパスワード、また
はクレジットカード番号の入力を不要にして、
安全かつ簡単にG-BOOKをご利用いただくた
めの暗証番号です。携帯サイトへのログイン
や有料コンテンツの購入などの際に利用しま
す。

◎ G 暗証番号の登録／変更の方法は本
誌 20P をご覧ください。POINT!

契約IDやパスワード、
G暗証番号を忘れたとき
契約IDとパスワードは、リマインダー設定
をしておけば、車載機（ナビ）やパソコンか
らオンラインで照会できます。
リマインダー設定をしていない場合は
G-BOOKサポートセンターにお問合せくださ
い。ご登録住所へ郵送にてご案内いたします。
なお、G暗証番号を忘れた場合は、本誌20P
の方法で再登録してください。

●リマインダー設定をする

情報・　　スイッチ

▼
メインメニュー

▼
G-BOOK.com

▼
ユーザー

▼
会員情報／利用契約変更・解約（❶）

▼
契約者情報の確認・変更（❷）

▼
リマインダー設定

▼
以下、画面の指示に従って登録してください。

●契約ID、パスワードの照会

上記❶につづいて

▼
ID・パスワードの照会

▼
以下、画面の指示に従ってください。

●パスワードを変更する

上記❷につづいて

▼
パスワードの変更

▼
以下、画面の指示に従って登録してください。

知識

リマインダー設定とは？
リマインダー設定とは、あらかじめお客様し
か知らない情報（例：出身地／好きな食べ物
など）を登録しておくことで、契約 ID やパ
スワードを忘れたときに、本人認証をおこな
う機能です。ご自身で設定した設問に回答す
ることで、お客様ご本人であることを確認し
ます。

パスワードの変更について
携帯サイトのお客様情報からも可能です。詳
しくは 45P をご覧ください。

知識

ご契約内容の確認変更について
右記❶に続いてご登録住所や電話番号などの
ご契約内容を確認、変更することができます。
ご契約内容に変更がございましたら、再登録
をお願いいたします。また、パソコンサイト・
携帯サイトからも同様に変更いただけます。
※G-BOOK サポートセンターまでご連絡いただいた場
合、「G-BOOK 諸変更届」を送付いたしますので、ご記
入の上、ご返送ください。

◎ G-BOOKサイト（http://g-book.com/）
のログイン画面からお問い合わせさ
れた場合も、G-BOOK サポートセン
ターより郵送にてご案内いたします。

POINT!

G-BOOK サポートセンター

　 0120-104-370
受付時間　9:00 ～ 18:00 年中無休
※ご契約者本人であることを確認させていただきます。
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資料＆FAQ6利用契約の更新

G-BOOK利用契約の継続手続きについて

G-BOOKの利用期間が終了もしくは解約する
とヘルプネットやG-Securityのほか、オペレ
ーターサービスなどG-BOOKのサービスがす
べてご利用できなくなります。お車とドライ
ブの安心と安全のためにも引き続きG-BOOK
をご利用ください。

1 初年度無料のお客様へ

新車でご購入いただいた場合、初度登録日か
ら初回12ヶ月点検月の末日までは無料期間
になっています。無料期間終了後も引き続き
G-BOOKをご利用いただくためには、継続手
続きと基本利用料が必要になります。無料期
間終了前に、G-BOOKサポートセンターから
ご案内をさせていただきますので、お手続き
をお願いします。なお、一度、継続手続きを
していただければ、以降は毎年、自動更新と
なります。

注意
●G-BOOK の無料期間が終了し継続されな
かった場合や解約された場合、G-BOOK で
ご登録されたデータはご利用できなくなり
ます。また、AUTOLIVE のチケットなど有
料コンテンツにおいても、有効期限に関わ
らず、利用できなくなります。
● G-BOOK ALPHA Pro をご利用のお客様は
解約後、G-BOOK ALPHA をご利用いただ
くことはできません。

2 中途契約のお客様へ

ご契約は自動更新となっておりますので手続
きは不要です。

知識

●G-BOOK ALPHA Pro 基本利用料
　12,000 円／年（税込）

※『G-BOOK利用申込書』で「自動継続を希望する」にレ点を付けた場合は、
自動継続となります。

※販売店装着オプションナビはDCM初回装着の翌日より12ヶ月間とな
ります。（DCM初回装着とは、トヨタ販売店で新品のDCMを装着し
て通信が開通した日となります。

MEMO
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資料＆FAQ6お車を手放すときに

お車を手放すときに

お車を手放すときには、お客様の大切な情報
を守るため、必ず以下の手続きをおこなって
ください。これらの手続きをおこなわないと、
お客様のデータが車載機に残ったままになり
ます。無料期間中でも必ず手続きをお願いし
ます。また、G-BOOKの解約だけをされる場
合は、1の解約のみおこなってください。

1 G-BOOKの解約手続きをする

情報・　　スイッチ

▼
メインメニュー

▼
各種設定

▼
契約解除の　　　　　　　にタッチ

▼
解除する

解約

▼

▼

G暗証番号を入力

以下、画面の指示に従ってください。

2 G-BOOK設定を初期化する

情報・　　スイッチ

▼
メインメニュー

▼
各種設定

▼
G-BOOK初期化の　　　　　　　に

約10秒間タッチしつづける
初期化する

▼
はい

▼
完了

3 個人情報を初期化する

情報・　　スイッチ

▼
次ページ

▼
設定

▼
個人情報消去

▼
初期化する

▼
はい

▼
完了

6よくある質問について

FAQ

このページでは、お客様からよくある質問
に関するQ&Aを掲載しています。ここに
掲載していない項目でご不明な点があれば、
G-BOOKサポートセンターにお問合せいただ
くか、車載機（ナビ）の取扱書をご覧ください。

 ヘルプネットスイッチパネルの
 緑の表示灯が点灯しない。

エアバッグ連動タイプのヘルプネットをご利
用の場合、ヘルプネットスイッチパネルの緑
の表示灯が点灯していないと、ヘルプネット
が利用できません。本誌16Pを参照して、必
ずヘルプネットのサービス開始操作（手動保
守点検）を行ってください。それでも点灯し
ない場合は販売店にご相談ください。

緑の表示灯だけが点灯していればOKです。

 情報画面にヘルプネットの
 アイコンが表示されていない

ワンタッチタイプのヘルプネットをご利用の
場合、情報画面にヘルプネットアイコンが表
示されていないとヘルプネットが利用できま
せん。本誌16Pを参照して、必ずヘルプネッ
トのサービス開始操作をおこなってください。

それでも表示されない場合は販売店にご相談
ください。
　なおエアバッグ連動タイプでは、ヘルプネ
ットのアイコンは表示されません。ヘルプネ
ットスイッチの緑の表示灯の点灯を確認くだ
さい。

【情報・Gスイッチ】にタッチして表示される情報画面にヘルプネット
のアイコンが表示されていればOKです。

 車載機（ナビ）に接続する
 携帯電話を買い替えた場合は
 どうしたらいいですか？

本誌22Pを参照して新しい携帯電話を車載機
（ナビ）に登録し、接続をしてください。電
話番号やメールアドレスを変更された場合は、
サポートアドレスの変更もお願いいたします。

 センターに接続できません。

電波の受信状態を確認してください。受信状
態の悪い場合は通信可能エリアを確認のうえ、
受信状態のよい場所にお車を移動させてくだ
さい。なお、通信状況はさまざまな要因で変
動します。必ずしも通信可能エリア内にいれ
ば、常に通信が可能というわけではありませ
ん。また、ヘルプネットでの緊急通報中・待
機中は、センターに接続できません。

※G暗証番号が登録されてない場合、契約IDとパスワードで解約できます。

注意
万一、手続きを忘れてお車を手放したときは
G-BOOK サイトから解約手続きをおこなうか、
G-BOOK サポートセンターに連絡ください。
G-BOOK サポートセンター
全国共通フリーダイヤル

0120-104-370  9:00 ～ 18:00 年中無休
契約期間の途中で G-BOOK 契約を解除した
場合、基本利用料金の返金はございません。
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 DCM利用の場合の
通信可能エリアを教えてください。

KDDIもしくはNTTドコモのサービスエリア図
などをご確認ください。

 DCMの通信速度を教えてください。

DCMでは、KDDIのCDMA方式とNTTドコモ
のW-CDMA方式を採用しております。通信速
度は最高でKDDIは3.1Mbps、NTTドコモは
7.2Mbpsとなります。

 ACC-ONすると下のような画面が
 表示されました。

センターからの「オシラセ」が到着していま
す。画面の【読上げ】にタッチするとお知ら
せを読上げます。センターからのお知らせで
は、コンテンツやキャンペーンの新着情報や
一時的なサービス停止のお知らせなど、サー
ビスをご利用いただくうえで必要な情報を音
声で読上げます。

 通信が混雑していて
 アクセスできない。

【更新】にタッチしてください。それでもう
まくいかない場合は 【Ｇメイン】でメインメ
ニューに戻り、再度アクセスしてみてくださ
い。

 通信エラーが表示された場合は？

【更新】にタッチしてください。

 突然、必要なデータの
 ダウンロードが始まった。

車載機（ナビ）に必要なデータをダウンロー
ドしています。そのままエンジンを切らずに
お待ちください。故障や異常ではありません。
ダウンロードが終われば画面は元に戻ります。

 契約IDやパスワードを忘れたとき 
はどうしたらいいですか？

リマインダー設定をしていれば車載機（ナ
ビ）やパソコンからオンラインで照会できま
す。リマインダー設定をしていない場合は
G-BOOKサポートセンターにお問合せくださ
い。郵送にて回答させていただきます。
→詳しくは、本誌72P～73Pをご覧ください。

 パスワードの変更はできますか？

契約IDの変更はできませんが、パスワード
は覚えやすいもの（数字6桁～20桁）に変
更できます。セキュリティのためパスワード
は定期的に変更することをおすすめします。
→詳しくは、本誌73Pをご覧ください。

 G暗証番号を忘れた場合は
 どうしたらいいですか？

契約IDとパスワードがおわかりでしたら車
載機（ナビ）や携帯電話・スマートフォン、
パソコンのユーザーサイトで再登録できます。
→詳しくは、本誌20Pをご覧ください。

 ニックネームはどんなときに
 使うのですか？

G-BOOKにはお客様同士が交流するコミュニ
ティが開設されています。ユーザー専用メ
ールサービス「Gメール」のほか、お客様間
で車の位置情報を公開しあう「フレンドサー
チ」などがあります。これらのサービスで利
用するのがニックネームです。ニックネーム
を使うことにより、プライバシーを公開する
ことなく安心して交流を楽しめます。

 ニックネームはどうすれば
 取得できるのですか？

以下の手順で車載機（ナビ）もしくは携帯電
話やパソコンから「プロフィールの登録」を
することによりニックネームが取得できます。

希望のニックネームを登録してください。た
だし、すでに他のお客様が登録されているニ
ックネームは登録できません。また、ニック
ネームは一度登録すると変更できませんので
ご注意ください。

情報・　　スイッチ

▼
メインメニュー

▼
G-BOOK.com

▼

●プロフィールを登録する

ユーザー

▼
契約者／利用契約変更・解約

▼
会員情報の確認・変更

▼
プロフィールの登録・変更

▼
以下、画面の指示に従って登録してください。

資料＆FAQ6よくある質問について
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 無料期間終了後、引き続き
 G-BOOKを利用するには
 どうすればいいですか？

無料期間満了の1.5ヶ月～2.5ヶ月前にトヨ
タメディアサービス株式会社より無料期間満
了のご案内と継続方法を、ご登録いただいて
いる住所に送付いたします。継続の申込みは
G-BOOKサポートセンターにご連絡いただく
ほか、車載機やWebから手続きもできます。

 車を手放す場合は
 どうしたらいいですか？

解約手続きと車載機（ナビ）での個人情報の
初期化作業をお願いします。個人情報初期化
についてはお客様の情報を保護するために必
要な手続きですので、必ずおこなってくださ
い。また、無料期間中であっても解約手続き
は必要です。
→詳しくは本誌76Pをご覧ください。

 G-BOOKを途中解約した場合、
 利用料金は返金されますか？

契約期間途中の解約であっても利用料は返金
されません。また、本誌76PのG-BOOK解約
手続きをされた場合、解約処理は即日おこな
われます。契約期間が残っていても使えなく
なります。

 車を乗り換えた場合、新しい
 車でも同じ契約IDで引き続き
 G-BOOKを利用できますか？

新しい車でも引き続き、それまでご利用され
ていた契約IDとパスワードをご利用いただ
けます。（Web登録の場合のみ）利用申込の
際に、それまでご利用されていた契約IDと
パスワードを登録ください。それまでに利用
されていたGメモリやドライブプランのMy
ルートなどの情報はそのまま引き継がれます。
ただし、AUTOLIVEの楽曲データは引き継が
れません。また、G-BOOKの基本利用料金も
引き継がれませんので、新しく基本利用料の
お支払いをいただくことになります。
※法人契約の場合、契約 IDを引き継ぐことはできません。個人契約の
場合のみとなります。

資料＆FAQ6よくある質問について

 車両登録番号が変わった場合は？

車両登録番号の変更をおこなってください。

 レッカー移動された場合に、
 G-Securityで位置情報を
 確認できますか？

G-Securityは車載機が起動していることが前
提のため、レッカー移動など、ACC-OFF時
の移動による位置情報の変化は確認できませ
ん。

 オペレーターサービスの営業時間、
 休日はどうなっていますか？

オペレーターサービスは年中無休です。365
日24時間ご利用いただけます。

 車外からオペレーターに情報送信
を依頼した場合、どうやって情報
を取得するの？

エンジン始動時に自動的にG-BOOKセンター
にアクセスし、情報を取得します。しばらく
たっても情報を受信しない場合は、手動操作
で情報を取得してください。

 第三者が車の位置を知ることがで
きるのでは？

第三者がお車の位置を知ることはできません。
車両盗難時のみ、お客様の要請に応じて、オ
ペレーターが車両の位置追跡を実施します。

情報・　　スイッチ

▼

●変更方法

メインメニュー

▼
Gメニュー

▼
セーフティ＆セキュリティ

▼

カーライフ設定

▼
以下、画面の指示に従ってください。

▼
車両登録情報の設定

次頁

▼

※3桁以下のナンバーの場合は頭に「0」を入れて4桁で登録してください。

次ページに続く

▲

情報・　　スイッチ

▼

●手動で受信する方法

情報確認

▼
情報が届く
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 メールが勝手に消えてしまった。

Eメールデリバーでは最大20件までメールを
表示します。20件を超えたものは古いもの
から表示されなくなります。（メール受信か
ら7日間過ぎると表示されなくなります。）
また、ご利用のプロバイダのサーバーから消
えてしまうとEメールデリバーでは表示する
ことができなくなります。お使いのメールア
カウントの設定を確認してください。

 G-BOOK.comユーザーサイトで
 作成したドライブプランを、他の
 車で共有できますか？

ドライブプランの情報は、他の車にもコピー
することができます。コピー元となるIDと
パスワードを準備してください。コピーの際、
現在登録されている内容は、全てコピー元の
データで上書きされてしまいますのでご注意
ください。

資料＆FAQ6よくある質問について

MEMO

●ドライブプランのデータをコピーする

メインメニュー

▼
G-BOOK.com

▼
ユーザー

▼
ドライブプランのデータコピー

▼
コピー元となるIDとパスワードを入力

▼

▼
以下、画面の指示に従って登録してください。

情報・　　スイッチ
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ヘルプネットサービス利用規約

このヘルプネットサービス利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、G‒
BOOK ALPHA Pro ／G‒BOOK mX Pro（以下、「G‒BOOK」といいます。）のサー
ビスの一部としてトヨタメディアサービス株式会社（以下、「弊社」といいま
す。）が提供するヘルプネットサービス（以下、「本サービス」といいます。）
の利用について定めます。

第1章　総則
第1条（本規約の適用）
1． 本規約は、弊社と利用者との間の、本サービスの利用にかかわる一切の関
係に適用されます。

2． 本規約は、G‒BOOKの利用規約の一部を構成するものとし、G‒BOOKの規
約で定める内容と本規約の内容が異なる場合は、本規約の定めが優先する
ものとします。

3． 本規約に定めのない事項は、G‒BOOKの利用規約の定めに従うものとします。

第2条（用語の定義）
本規約においては、次の各号に定める用語は、それぞれ当該各号に定める意味
で使用します。
1 利用者：G‒BOOKの利用規約に同意し、現にG‒BOOK利用契約が有効な者
2 端末：本サービスの利用を可能とするG‒BOOK対応車載端末
3 登録車両：端末を搭載し、かつ本規約に基づいて弊社に登録されている車両
4 通信機：本サービスの利用において、登録車両に内蔵または接続して利用
される、専用通信モジュールまたは携帯電話機などの通信機器

5 利用電話サービス：通信機において、契約・利用されている携帯電話等の
電話サービス

6 通報：緊急事態発生時に端末から発せられる、車両位置等のデータおよび
音声を含む通信

7 サービス開始操作：本サービスの利用を可能な状態とするため、利用者が
端末において行う所定の操作

8 サービス終了操作：本サービスの利用を不能な状態とするため、利用者が
端末において行う所定の操作

9 センターシステム：弊社が設置する、本サービスを提供するためのシステ
ム全般

0 関係機関：警察および消防等
- 緊急事態：以下の場合を指します。
 （1） 交通事故、急病その他の事由により登録車両の乗員等を医療機関その

他の場所へ緊急に搬送する必要が発生した場合
 （2） 登録車両の乗員等の生命・身体が重大な危険に晒されるような切迫し

た事態が発生した場合
 （3） 交通事故等による物の損壊があった場合、または火災が発生した場合
= 自動発信：エアバッグの展開等と連動して、通報が端末から自動的になさ
れる発信

q 手動発信：ボタンの押下等の手動の操作により、通報が端末からなされる
発信

w 利用者情報：氏名・名称、住所、端末に関する情報、および登録車両に関
する情報等

第2章　本サービス
第3条（本サービスの内容）
1． 本サービスは、24時間365日緊急事態発生時に、端末からの通報を、弊社
が利用者の要請に基づき関係機関に接続するものです。

2． 前項の規定にかかわらず、通報において、エアバッグの展開等や音声その
他による情報等から緊急事態が発生していることが判断される場合、弊社
は、利用者の要請によらず関係機関に通報を接続する場合があります。

3． 利用者は、本サービスについて、端末からの通報が関係機関に接続される
までに一定の時間を要するものであることを承諾します。

4． 利用者は、本サービスによる関係機関への通報の接続およびそれに基づく
関係機関による救急救助等の措置が、関係機関において優先的に取り扱わ
れるものでないことを承諾します。

5． 利用者は、本サービスの利用において弊社に交通事故・火災等の緊急事態
発生の事実を伝えることが、道路交通法及び消防法等の関連適用法規によ
り義務づけられている措置・通報の代替行為とならず、法的義務が免除さ
れるものではないことを承諾します。

6． 利用者は、本サービスの利用によって関係機関に通報がなされた後、当該
関係機関から弊社へ再接続の要請等ある場合、利用者へ通話を接続する場
合があることを承諾します。

7． 利用者は、自らの責任において本サービスを利用し、関係機関への通報お
よびその内容に関して弊社または関係機関その他に損害・損失等を与える
ことのないものとします。

8.弊社は本サービスを利用した結果の報告は行ないません。

第4条 （本サービスの利用料金）

本サービスの利用料金は、G‒BOOKの利用料金に含まれます。

第5条 （本サービスの契約締結日）
本サービスの契約締結日は、端末で確認することができる利用期間にて示され
る日とします。

第6条　（本サービスの利用開始）
1． 利用者は、G‒BOOKの利用開始後、速やかに端末において本サービスのサー
ビス開始操作を行い、本サービスの利用が可能な状態になったことを確認
することとします。

2． 利用者は、前項の確認が完了するまでは本サービスの利用ができないこと
を承諾します。

第7条（本サービスの利用可能期間）
本サービスの利用可能期間は、前条によりサービス利用が可能になった時点か
ら、利用者がG‒BOOKを退会する等により利用者の資格を喪失するまでとしま
す。よって契約の更新手続きはありません。

第8条（本サービス利用上の制限）
利用者は、本サービスの利用が緊急事態発生時に限られることを承諾します。

第9条（利用者情報の変更の届出）
利用者は、利用者情報の内容に変更が生じた場合は、弊社が定める手続きに従
い、速やかに変更の届出を行うものとします。

第10条（本サービスの提供エリア）
本サービスの提供エリアは、利用電話サービスおよび全地球測位システム
（GPS）が実際に利用可能な日本国内のエリアとします。

第11条（本サービスの対応言語）
弊社は、本サービスの提供にあたり、日本語のみで対応します。

第12条（本サービスの提供の中断または休止）
1． 弊社は、以下の場合には、利用者に事前に通知することなく、一時的に本
サービスの提供を中断または休止することがあります。

1 センターシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う必要がある場合
2 センターシステムが火災、停電、損壊、故障等により、正常に作動しなく
なった場合

3 地震、噴火、洪水、津波等の天災により、本サービスの提供が出来なくなっ
た場合

4 戦争、動乱、暴動、争乱、労働争議等により、本サービスの提供が出来な
くなった場合

5 通信サービスが停止された場合
6 端末および情報通信端末の使用環境その他の事情により通信障害が生じた
場合

7 その他、運用上または技術上の理由等により、本サービスの提供の一時的
な中断または休止が必要であると弊社が判断した場合

第3章　機器等
第13条（端末）
1． 利用者は、本サービスを利用するために、自己の責任において端末を設置
するものとします。

2． 利用者は、端末が正常に作動し、本サービスの利用が可能である状態を保
持するものとします。

3． 弊社は、端末について発生した障害およびトラブルに関し、一切の責任を
負わないものとします。

第14条（通信機）
1． 利用者は、本サービスを利用するために、自己の責任において端末に適合
する通信機を設置するものとします。

2． 利用者は、利用電話サービスを含め、通信機が正常に作動し、本サービス
の利用が可能である状態を保持するものとします。

3． 利用者は、本サービスならびにサービス開始操作、サービス終了操作、お
よび次条に規定する端末等の診断に関係し発生する通信費用（通話料を含
みます。）を負担するものとします。

4． 弊社は、通信機および利用電話サービスについて発生した障害およびトラ
ブルに関し、一切の責任を負わないものとします。

第15条（車載端末等の診断）
1． 利用者は、端末から定期的かつ自動的に端末等の診断のための通信がなさ
れることを承諾します。

2． 弊社は、端末から随時に発信される端末等の診断のための通信を受付け

ます。

第4章　損害賠償
第16条（免責）
1． 利用者は、以下の場合等には、本サービスの全部または一部を利用できず、
それにより利用者または第三者が被った損害・損失等に対して、それが弊
社の故意または重過失により生じた場合を除き、弊社がいかなる責任も負
わないものであることを承諾します。

1 交通事故等による強い衝撃や振動、または異常な高温や低温、高湿度等に
起因して、登録車両（車両積載のバッテリーを含みます。）、端末、通信機
またはその他周辺機器等（アンテナ、エアバッグ、エアバッグセンサー、
ハンドセット、ハンズフリーユニット、その他これらに準ずる機器を含み
ます。）に損傷、または故障、配線等の切断、もしくは電源の遮断等が発
生し、正常に作動しなかった場合

2 登録車両が、第10条に規定する本サービス提供エリアの外（屋内、地下駐
車場、ビルの陰、トンネル、山間部等、電波が伝わりにくいところを含み
ます。）にある場合

3 利用電話サービスにおいて通話が著しく輻輳する等、本サービス利用に関
する正常な通信が出来ない場合

4 関係機関または弊社への通報が一時に集中した場合
5 第19条に規定する情報の全部または一部を弊社が取得できなかった場合、
または取得した情報の内容に誤りもしくは誤差が含まれる場合

6 道路や建物などの地理的な条件や、関係機関の所轄に関する情報が新設、
変更または廃止され、その情報を弊社が認知していない場合

7 登録車両の自走によらない移動の直後（フェリーからの降船直後等）、長
期間車両を使用していなかった直後等、端末に搭載されている全地球測位
システム（GPS）等を利用して得られた位置情報に誤りまたは誤差がある
場合

8 第12条の規定に基づき本サービスの提供が中断または休止している場合
2． 利用者は、以下の場合等には、本サービスの全部または一部が利用できず、
それにより利用者または第三者が被った損害・損失等に対して、それが弊
社の故意または重過失により生じた場合を除き、弊社がいかなる責任も負
わないものであることを承諾するとともに、利用者が自己の責任において
その原因となる事象を解決することとします。

1 利用者情報の内容に誤りのある場合、または利用者情報の変更の届出を
怠っている場合

2 G‒BOOK利用契約が有効でない場合、または、第7条に規定する本サービ
スの利用可能期間内にない場合

3 登録車両、端末、通信機またはその他周辺機器等が正しく設置もしくは接
続されていない場合、または故障、損壊、不具合等があり正常に作動しな
い場合、またはこれらの組み合わせにおいて不適合である場合、または本
サービスの利用に障害となるような機能設定をしている場合

4 端末や通信機またはその他周辺機器の取扱説明書等に記載されている事項
を遵守しなかった場合

5 登録車両搭載のバッテリーの電圧低下や、端末または通信機の電池切れ
等、端末、通信機またはその他周辺機器等に電力が正常に供給されていな
い場合

6 端末や通信機またはその他周辺機器等の電源が入っていない場合
7 ドライブモード、ダイヤルロック、発信禁止、留守番電話等、本サービス
の利用に障害となるような、利用電話サービスにおけるネットワークサー
ビスの利用や通信機の機能設定をしている場合

8 利用電話サービスにおいて、その料金の滞納等により利用電話サービスの
利用が停止または解除されている場合

9 利用電話サービスにおいて、その通信方式等の変更または終了により、端
末、通信機、またはその他周辺機器等が利用できなくなった場合

第17条（損害賠償）
1． 利用者は、本サービスの内容またはその利用により利用者または第三者が
被った損害・損失等に対し、それが弊社の故意または重過失により生じた
場合を除き、弊社がいかなる責任も負わないものであることを承諾します。

2． 本サービスに関して利用者が第三者に対して損害・損失等を与えた場合
は、利用者は、自己の責任と費用をもって解決するものとし、弊社に損害・
損失等を与えないものとします、なお、利用者の行為により弊社に損害・
損失等が生じた場合には、弊社は利用者にその賠償を請求することができ
るものとします。

第5章 契約の解除
第18条（利用資格の取消し）
1． お客様のお申し出または端末操作にて本サービスの契約の解除を行うこと
ができます。

2． 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に通知また
は催告することなく、利用者のヘルプネット利用資格を取消す事ができる

ものとします。
1 GAZOO会員登録を抹消された場合
2 弊社に対し虚偽の申告をした場合
3 G‒BOOKまたはヘルプネットを不正に利用した場合
4 G‒BOOKまたはヘルプネットの運営を妨害した場合
5 利用料金の支払いを遅滞し、または支払いを拒否した場合
6 本利用規約のいずれかの条項に違反した場合
7 その他、弊社がヘルプネットの利用者として不適当と判断した場合
3. 契約の解除において利用者は、弊社に対する債務があるときは、その全額
をただちに支払うものとします。弊社は、既にお支払いいただいた利用料
金または登録料金の払い戻しは一切行いません。

第6章　その他
第19条（個人情報等の取り扱い）
1． 利用者は、弊社が本サービスの提供に際し、利用者情報、および通報によ
り弊社が取得したデータや音声による情報のうち、以下の情報を関係機関
へ伝達することに同意します。また、利用者はこれに協力することとしま
す。

1 緊急事態に関する情報：緊急事態の内容等
2 利用者の属性に関する情報：利用者の氏名・名称、住所、電話番号等
3 車両情報：通報発信時の位置、走行履歴、自動車登録番号、年式、型式、
車種名、車体色等

4 発信種類：自動発信、手動発信の別
5 その他：通報発信時刻、通信機に付与された電話番号等
2． 弊社は、前項で規定する情報を含め、利用者からの通報に関して取得した
データや音声等について記録、録音等を行うことがあります。

3． 弊社は、前二項で規定する情報等を、本サービスの提供を遂行する目的以
外に利用しないものとします。

第20条（業務委託）
1． 弊社は、付則で定める第三者（以下、「委託先」といいます。）に対して、
本サービスの提供に必要な業務の全部または一部を委託することがありま
す。弊社は、委託先に業務の全部または一部を委託した場合においても、
委託先を適切に指導・監督し、本サービスの提供上、弊社が負う責任を免
れないものとします。

2． 委託先が、弊社から受託した本サービスの提供に必要な業務の全部または
一部を第三者（以下、「再委託先」といいます。）に委託することがあり、
この場合も前項と同様とします。

3． 弊社が、本サービスを第三者（再委託先も含む）に委託することを、利用
者は承諾します。

第21条（本サービスに従事させる社員等）
警備業法に定められた教育および研修を受講した警備員（制服着用）をオペレー
ション業務に従事（原則として1通報に対して1名）させ、ヘルプネットオペレー
ションセンターにて専用の回線装置を使用してサービスを提供しております。

（付則）
1．本規約は、2013年5月30日から実施されます。
2．ヘルプネット提供者の名称・所在・代表者名
名　　　称： トヨタメディアサービス株式会社
所　　　在： 愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号
代　表　者： 代表取締役社長　友山茂樹
電　　　話： 052-219-6700
3．委託先の名称・所在・代表者名・委託の内容
名　　　称： 株式会社日本緊急通報サービス
所　　　在： 東京都港区赤坂三丁目21番13号
代　表　者： 代表取締役社長　瀨川勝久
電　　　話： 03-6435-5289
委託の内容：  本サービス提供に必要な業務および警備業法第2条4号に定める

業務
4．再委託先の名称・所在・代表者名・委託の内容
名　　　称： セコム株式会社
所　　　在： 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号
代　表　者：代表取締役社長　前田修司
電　　　話： 03-3329-2451
委託の内容： 本サービス提供に必要な業務および警備業法第2条4号に定める

業務
5．苦情窓口および問合せ先
【G-BOOKサポートセンター】
電　　　話： 0120-104-370　（受付時間9：00～18：00　年中無休）
6．警備対象施設
　なし
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