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本誌について
本誌はG-BOOK mX Proのご利用開始にあたり、はじめに設定・登録していただきたいこと、
主要なサービスの内容、使い方などをまとめたガイドブックです。G-BOOK mX 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、ナビゲーションシステム、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の解約、
個人情報の初期化をおこなってください。
詳しくは96Pをご覧ください。

■掲載の情報は2015年9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。■「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。

【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6P～9Pで解説しています。

Introduction
001
はじめに

本誌の構成およびG-BOOK mX 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、登録について説明しています。

Safety & 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

地図更新やオペレーターサービス、交通情報等
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

ナビとパソコンや携帯電話・スマートフォンを連携した
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等
便利な使い方を説明しています。

本誌の表記について
本誌では、ナビゲーションシステムのことを「車載機（ナビ）」、G-BOOK mX 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7Pをご覧ください。

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。
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はじめに6最初にお読みください

車載機（ナビ）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。車種および車載機（ナビ）の種類により、位置、形状、操作が異なります。詳細
については、車載機（ナビ）の取扱書をご確認ください。

2【情報】画面

❼ ❽

主な画面について

1【G-BOOK】画面

❶ ❷ ❸ ❹

❺ ❻ ❼

3【設定・編集】画面

❶ヘルプネットボタン（ワンタッチタイプ）
事故や急病のときに、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（22P）が完了していないと表示さ
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。

❸Myリクエストボタン
Myリクエスト（88P）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（44P）を利用するときに
タッチします。

❺ドライブプランボタン
ドライブプラン（74P）を表示します。

❻地図更新ボタン
地図更新（38P）をおこないます。

❼エコ情報ボタン※車種により表示されます
ESPO（60P）を表示します。

❽渋滞予測ボタン
渋滞予測をおこないます。

1【G-BOOK】画面

❶ ❷ ❸

❹ ❺ ❻

ボタン操作とその表記について

G-BOOK mX Proのサービスは、車載機（ナ
ビ）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。本誌ではその操
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。

●車載機（ナビ）画面から
　ユーザー画面までの操作の表記

【G-BOOK】画面  を表示する
（右記❶参照）

▼
メインメニュー（右記❷参照）

G-BOOK.com（右記❸参照）

▼
ユーザー（右記❹参照）

▼

❶車載機（ナビ）の【情報・Ｇスイッチ】にタッチ
操作の
補足説明

❷［G-BOOK］のタブにタッチして表示さ
れる画面の【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

ユーザー画面が表示されます
▼

▼

▼

会員情報／利用契約変更・解約

サポートアドレスの登録・変更

コンテンツ購入履歴／解約

カスタマイズ

ドライブプランのデータコピー

会員情報／利用契約変更・解約

サポートアドレスの登録・変更

コンテンツ購入履歴／解約

カスタマイズ

ドライブプランのデータコピー

❶

知識
このページではG-BOOK mX 対応ナビの画面
をもとにボタン操作と表記について説明して
います。ご利用のナビの種類によっては表示
されない画面があります。

❷ ❸ ❺ ❹

❻
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はじめに6最初にお読みください

ヘルプネットのスイッチとボタンについて
ヘルプネットは事故や急病のときの緊急通報システムです。ヘルプネットサービス開始操作の
後、必ず、【HELPNET】のスイッチまたはボタンの位置をご確認ください。
※サービス開始操作については、22P～23Pをご覧ください。

●ヘルプネットスイッチとボタンの位置について

◎ リモートタッチタイプの車載機（ナビ）の場合、インパネ部分にヘルプネットスイッチがあります。

ワンタッチタイプ

エアバッグ連動タイプ（車種限定）

◎ 運転席の天井部にヘルプネットスイッチがあります。（緑色の表示灯が点灯）

主な画面の表示方法について  ［車載機（ナビ）のタイプ別］
主な画面の表示方法を車載機（ナビ）のタイプ別にご説明します。車種および車載機（ナビ）
の種類により、位置、形状、操作が異なります。詳細については、車載機（ナビ）の取扱書を
ご確認ください。

タッチパネルタイプ

目的地 【目的地】画面を表示します。

【情報】画面と【G-BOOK】画面を
表示します。

情報・　　 

設定・編集 【設定・編集】画面を表示します。

リモートタッチタイプ

INFO MAP

DEST

OPEN

VOLT A K
TUNE

A V
PWA

S E T
DISP

MAP AVPWR MENUCTRL VOL ー ＋

NHBA-X62B

【情報】画面と【G-BOOK】画面を表示します。
INFO

【設定・編集】画面を表示します。S E T

【目的地】画面を表示します。
DEST

【情報】【G-BOOK】【目的地】といった操作ボタ
ンが表示されます。

【情報】画面と【G-BOOK】画面を表示します。

【設定・編集】画面を表示します。

MENU

【目的地】画面を表示します。

※車載機（ナビ）の種類はこの限りではありません。画面はイメージです。実際の車載機（ナビ）とは異なります。
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はじめに6G-BOOK mX Proとは？

テレマティクスサービス ●G-BOOK mX Proが提案する4つのオンデマンドとセーフティ＆セキュリティ

G-BOOK mX Proはトヨタ自動車株式会社が
開発し、トヨタメディアサービス株式会社が
運営するテレマティクスサービスです。通信
ネットワーク技術とカーマルチメディア技術を
融合し、お客様に〝安心で安全〞なカーライ
フを提供し、快適で楽しいドライブをサポー
トします。

マップオンデマンド
地図の更新サービスを提供

プローブコミュニケーション交通情報
新しい地図をベースに提供する
リアルタイムプローブ

ミュージックオンデマンド
Bluetooth®オーディオ機能搭載

ウェブオンデマンド
車とネットの融合サービス

セーフティ＆セキュリティ
より多くのお客様に安心で
快適なカーライフを提供

お客様の安心と安全を第一に考える

これまでのG-BOOKシリーズでは、事故や急
病時の緊急通報サービスやカーセキュリティ
サービスなど〝安心と安全のサービス〞を第
一に考えてきました。この基本理念はシリー
ズ最新モデルのG-BOOK mX Proにも受け継
がれています。お車に搭載されている専用の
通信モジュール（DCM）で、365日24時間、
お車とお客様をお守りしています。

新しく4つのオンデマンドを提供

さらに、G-BOOK mX Proでは、従来の〝安
心と安全〞に加えて、「Drive On Demand」
をコンセプトに、新しく4つのオンデマンド
（マップオンデマンド、プローブコミュニケー
ション交通情報、ミュージックオンデマンド、
ウェブオンデマンド）を提供します。「ナビ
の地図がいつも新しいものに更新される」「最
新の交通情報に基づいた最適ルートが案内さ
れる」という車載機（ナビ）本来の基本機能
が強化されるとともに、操作性も飛躍的に向
上し、より多くのお客様に気軽にテレマティ
クスサービスをご利用いただけるものとなっ
ています。ぜひ、ご活用ください。

新しい日本をナビゲートします
いつも

G-BOOK mX対応HDDナビ
※車載機（ナビ）の筐体は車種により異なります。

●通信モジュール（DCM）

対象DCM 通信方式
通信速度（最大）

上り 下り

標準装備・メーカーオプション※

CDMA-2000 
1xEVDO（KDDI） 144kbps

2.4Mbps

販売店装着
オプション

'08 ～ 10 年モデル

'11 年モデル以降
3.1Mbps

W-CDMA
HSPA（ドコモ） 5.7Mbps 7.2Mbps

※'11年モデル以降の最大通信速度は3.1Mbpsとなります。
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はじめに6G-BOOK mX Proとは？

車載機（ナビ）の地図を自動で更新するサー
ビスです。

地図差分更新
➡38Ｐ

マップオンデマンド走るたびに地図が新しくなります

これまで、車載機（ナビ）の地図を更新する
にはディスク購入や販売店での作業が必要で
した。しかも、更新版の発行も年2回に限ら
れていたため、道路の変更を頻繁に反映する
ことは不可能でした。「いま走っている道が
ナビにない！」という経験をしたお客様も少
なくないはず。「マップオンデマンド（地図
差分更新）」では、高速や有料道路なら開通
後最短7日※1で反映します※2。しかも、HDD
ナビ※3なら、DCMが自動で新しい情報をダ
ウンロードし、車載機（ナビ）の地図を新し
くします。

マップオンデマンド

G-BOOKセンター

目的地周辺 10Km

全国の高速道路
有料道路
主要道路

自宅周辺 80Km

地図更新前

▼

地図更新後

POINT

◎更新の対象は、全国の高速道路・有料道路・主
要国道と高速道路施設・有料道路施設、および
ナビに設定された自宅周辺80km四方と目的地
周辺10km四方の一部国道・主要道・都道府県道・
その他道路・道幅5.5m未満の道路と立体ランド
マーク相当の著名な施設です。（コンビニ等一
般施設、市街図、音声案内データは更新対象外。
ただし、G-BOOK mX Pro(Ver2.1対応)ナビの場
合、周辺情報でのコンビニ、ガソリンスタンド
等の記号は更新）

従来の5ルート（推奨、有料優先、一般優先、
距離優先、別ルート）のご案内とは別に、交通
情報を考慮した最適ルート※をご案内します。
※細街路はルート案内の対象外です。

Gルート探索（プローブ情報付）
➡42Ｐ

最適ルートのご案内最適なルートをご案内

プローブコミュニケーション交通情報とは、
G-BOOK mXユーザーの走行状態をG-BOOK
センターに集約し、交通情報を車載機（ナビ）
に配信するサービスです。Gルート探索では、
VICS情報に加え、過去の統計データ、トヨ
タ独自の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）によるリアルタイ
ムな情報で最適なルート※をご案内すること
ができます。
※細街路はルート案内の対象外です。

プローブコミュニケーション交通情報

Gルート探索前

▼

Gルート探索後

POINT

◎Gルート探索をおこなうと、プローブコミュニ
ケーション交通情報によるプローブ情報（現況）
を受信。車載機（ナビ）は受信したデータに基
づいてルートの再探索を実行し、より適切なル
ートを案内します。

◎G-BOOK mX Pro(Ver2.0対応)ナビ以前はVICSが、
G-BOOK mX Pro(Ver2.1対応)ナビではTプローブ
交通情報が優先されます。

GPS

PROBE PROBE PROBE PROBE

※画像はイメージで実際とは異なります。

FORECAST

G-BOOKセンター

※ 1： 地図更新データの収集/整備状況により、配信までに3ヶ
月ほどかかる場合もあります。

※ 2： 標準装備・メーカーオプションナビは初度登録日、販売
店装着オプションナビはナビ購入日をサービス利用開始
日とし、利用開始日より3年間ご利用いただけます。ま
た、「全更新（最新版地図ソフトを販売店でご購入いた
だき更新）」することで「全更新」を実施した日から２年
間ご利用いただけます。（なお、利用開始日より３年未
満に「全更新」された場合であっても、ご利用期間は「全
更新」の実施日から２年間となりますので、ご注意くだ
さい。ただし、登録初年度に「全更新」された場合のみ
利用開始日より３年間はご利用いただけます。）
※通信による自動更新にはG-BOOK の契約が必要です。

※ 3： G-BOOK mX Pro(Ver2.1 対応)ナビの場合、SDナビでも
通信での自動更新が可能です。

注意
SD ナビ（G-BOOK mX Pro(Ver2.1 対応 ) ナビ
を除く）では、通信による地図データの更新
はご利用いただけません。定期的にパソコン
で新しい地図データをダウンロードして、車
載機（ナビ）の地図を更新してください｡
※詳しくは、40P をご覧ください。
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はじめに6G-BOOK mX Proとは？

車での移動時間を快適に

聴きたい曲を聴きたいときに。もちろんドラ
イブ中にも。携帯電話やポータブルオーディ
オ機器にダウンロードした楽曲をカーオーデ
ィオで楽しめるようになりました。

ミュージックオンデマンド

車載機（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
情報を取得して表示します。

CDタイトル情報取得 ➡56Ｐ
アミューズメント

Bluetooth®に対応した携帯電話やポータブル
オーディオ機器にダウンロードした楽曲をカー
オーディオからワイヤレスで再生できます。

Bluetooth®オーディオ
➡ナビ
　取扱書

アミューズメント

パソコンや携帯電話と連携

お車から離れているときも、パソコンや携帯
電話※からG-BOOK mX Proのさまざまなサー
ビスが利用できるほか、車載機（ナビ）の目
的地設定など車載機（ナビ）と連動した活用
ができます。

ウェブオンデマンド

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

パソコンや携帯電話から車載機（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、車載
機（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 ➡74Ｐ
車載機（ナビ）のルート設定

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

Gメモリ ➡72Ｐ
情報を持ち運ぶ

G-BOOK mo ➡62Ｐ
携帯電話で利用する

G-BOOK ユーザーサイト ➡70Ｐ
パソコンで利用する

※  Bluetooth® AV プロファイルの A2DP ver1.0 以上、AVRCP 
ver1.0 以上（ver.1.3 以上を推奨）に対応しています。

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メモリに登録して車載機（ナビ）
の目的地設定等に利用できます。

スポット連携 ➡78Ｐ
スポット情報の送信

T-Connectスマホアプリ ➡66Ｐ
スマートフォンで利用する

※ 画面はイメージです。

※ 車載機（ナビ）の種類によってはご利用いただけません。
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はじめに6G-BOOK mX Proとは？

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。

➡30Ｐ

●エンジン始動通知（メール）
サービス開始をセットしておくと、お車のエ
ンジン／ハイブリッドシステム始動や停止を
検知して、メールでお知らせします。

●位置追跡／警備員派遣
お車が盗難にあった場合、お客様（ご契約者
本人）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します。

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

急病等の緊急事態発生時に車両からの通報を
補助するサービスです。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
➡34Ｐ

緊急通報サービス

脱輪やガス欠等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
➡84Ｐ

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
料点検や整備等のご案内を車載機（ナビ）に
お知らせします。また、車載機（ナビ）で予
約もできます。

リモートメンテナンスサービス
➡36Ｐ

点検・整備のご案内

車載機（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
等、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

車載機（ナビ）の目的地設定

施設情報、駐車場の案内

電話番号案内

交通情報の案内

ニュース・天気予報の配信

夜間・休日診療機関の案内

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

セキュリティ

●サービスメニュー

オペレーターサービス
➡44Ｐ

オペレーターによるサポート

盗難車両の位置追跡

安心で安全なカーライフを提供

お車の盗難や事故、急病、路上トラブル等
万一のときに役立つサービスです。さらに、
車載機（ナビ）の目的地設定やスポット案
内など日常のドライブにおいてもオペレータ
ーにリクエストするだけで簡単かつ手軽に
G-BOOK mX Proのサービスが利用できます。

セーフティ&セキュリティ

●うっかり通知／リモート確認
ドアロックやウインドウの閉め忘れ、ハザー
ドランプの消し忘れを検知して、メールでお
知らせします。また、携帯電話・スマートフ
ォンから開閉状態等を確認できます。
※ 車種および車載機（ナビ）の種類によりご利用いただけます。

※ ご契約者本人であることを確認させていただきます。

トラブルサポート

●カーファインダー
サービス開始をセットしておくと、お車の現
在位置をスマートフォンの地図に表示するこ
とができます。
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