
Drive Support

38

004

39

ドライブ支援6地図更新サービス（MAP On Demand）

マップオンデマンド（地図差分更新）を利用する

マップオンデマンドは、新しい高速・有料道
路なら開通後最短7日＊1で地図データを更新
します。HDDナビの場合、エンジン始動時
ならびに目的地設定時にG-BOOKセンターに
アクセスし、新しい地図データがあれば自動
的にダウンロードします＊2。

通信で更新
パソコンで更新

CD-R ／ DVD-R ／
USBメモリーで更新＊1 地図 SDカードで更新

道路情報

高速道路
有料道路
主要国道

全国 全国 全国

その他道路 自宅周辺 80Km四方＊2

目的地周辺 10Km四方 選択した都道府県 全国＊3

施設情報
（有料道路施設、3Dランド
マーク相当の施設）

全国 全国 全国

地図の更新準備をしている間も車載機（ナビ）
は使用できます。
地図の更新準備＊には数分から数十分程度か
かりますが、この間も車載機（ナビ）は通常
通りご利用いただけます。
＊データの容量によっては数時間にわたる場合があります。あ
らかじめご了承ください。

知識

知識
初回の更新について
初回の更新には数時間かかる場合があります
が、更新中も車載機（ナビ）は通常通りご利
用いただけます。

車載機（ナビ）の自宅登録をお願いします
車載機（ナビ）に自宅を登録すると自宅周辺
の地図が更新されるようになります。

HDDナビでは、新しい地図にDCM
が自動的に更新します。車載機（ナビ）
画面に【地図更新】のボタンが表示さ
れたらボタンにタッチしてください。
SDナビでは、40Pを参考にパソコン
でダウンロードして更新してください｡

※更新ボタンにタッチした後、10～20秒間は車載機（ナビ）が利用で
きません。

＊ 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。

※ SDナビ（G-BOOK mX Pro(Ver2.1 対応ナビ) を除く）をご
利用の場合、通信での更新はできません。

＊1：一部の車載機（ナビ）のみご利用可能です。
＊2：事前に車載機（ナビ）への自宅登録が必要です。　※細街路は自宅周辺10km四方が更新対象です。
＊3：一部の車載機（ナビ）では都道府県の選択が可能です。
※ コンビニ等一般施設、市街図、音声データは対象外です。G-BOOK mX Pro(Ver2.1対応)ナビの場合、周辺情報で表示されるコンビニ、ガソリンスタン
ド等の記号は更新されます。

■HDDナビをご利用の場合

HDDナビの場合※1、地図は通信により自動更
新されます｡都道府県単位で更新したい場合※2

はパソコンを利用したCD-R／DVD-R、USBメ
モリー※3での更新となります。

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。

●更新対象について

SDナビをご利用の場合は40Pをご覧ください。

●地図更新DVDを注文して更新する
マップオンデマンド・サポートデスクに全都
道府県の地図情報が入った地図更新DVDを
注文することができます。お電話の際にサー
ビス終了日・地図のタイプ・ナビバージョン・
ナビの型番（販売店装着オプションナビの
み）をお伝えください。

地図更新DVDの代金　1,800 円（税込・送料含）

マップオンデマンド・サポートデスク

☎ 0561-57-6814 
受付時間　9：00～18：00 （年中無休）

http://g-book.com/にアクセス

▼

▼

▼
マップオンデマンド・ダウンロードサイトへ

以下、マップオンデマンド『  使い方ガイド』
にて、【CD-R／DVD-Rによる更新】もしくは【USB
メモリーによる更新】をご確認の上、データを
ダウンロードし、地図データを更新してください。

マップオンデマンド（下記❶参照）

●パソコンで地図データをダウンロードする

❶ マップオンデマンドサイト内の
『「マップオンデマンド」ご利用方法』
を必ずご確認ください｡

操作の
補足説明

●サービス終了日・地図タイプ・
　ナビバージョンの確認方法

地図のタイプ

サービス終了日

ナビバージョン

※ナビの型番の確認方法については、ナビの取扱書をご確認ください。

【設定・編集】画面  を表示する

▼
［ナビ］

▼
地図更新

▼

※ 1： 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。

※ 2： 一部の車載機（ナビ）では SDナビでも都道府県の選択
が可能です。

※ 3： USB メモリでの更新は一部の車載機（ナビ）のみ利用
可能です。
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■ SDナビをご利用の場合 ■サービスを延長する

サービス有効期限終了の1ヶ月前になると下記
のような画面が表示されます。サービスの延
長をご希望の場合は、有効期限内に販売店に
て全更新（最新版地図ソフトを購入）してく
ださい。

ドライブ支援6地図更新サービス（MAP On Demand）

●パソコンで地図データを
　ダウンロードする

SDナビ（G-BOOK mX Pro(Ver2.1対応)ナビを
除く）では通信での自動更新はできません。
初めて利用する場合はナビの取扱書に同梱さ
れている、専用アプリケーションソフト（DVD）
をパソコンにインストールしてください｡ パ
ソコンを使ってマップオンデマンド・ダウン
ロードサイトから新しい地図データをダウン
ロードし、専用アプリケーションソフトを使
用して車載機（ナビ）付属の地図SDカード
を更新してください｡ なお、マップオンデマ
ンド・ダウンロードサイトの地図データは随
時更新されています。

http://g-book.com/にアクセス

▼

▼

▼
マップオンデマンド・ダウンロードサイトへ

以下、マップオンデマンド『  使い方ガイド』
にて、【地図 SDカードによる更新】をご確認
の上、データをダウンロードし、専用アプリケー
ションを使用して、地図 SDカード※にコピー
して地図データを更新してください。

マップオンデマンド（下記❷参照）

専用のアプリケーションソフトをパソコンに
インストールする（下記❶参照）

▼

❶ 初回のみインストールが必要です｡
専用のアプリケーションソフトは車
載機（ナビ）の取扱書に同梱されて
いるDVDに収録されています｡

 G-BOOK mX Pro(Ver2.1 対 応 )ナ ビ
の場合、マップオンデマンドダウン
ロードサイトからインストールして
ください。

❷ マップオンデマンドサイト内の
『「マップオンデマンド」ご利用方法』
を必ずご確認ください。

操作の
補足説明

※車載機（ナビ）により表示が異なります。

知識

サービスのご利用期間と延長について
● 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とし、3年間ご
利用いただけます。

●  4 年目以降またはサービス利用期限内に
販売店にて全更新（最新版地図ソフトを
購入）を実施いただくと、購入日より 2
年間ご利用いただけます（サービス利用
開始から 1年未満に全更新した場合、サー
ビス利用期限は当初の 3年間となります）。

● サービスの延長手続きをおこなうと、通
信（自動）またはパソコンによる更新が可
能です（SDナビ（Ver2.1 対応ナビを除く）
の場合はパソコンによる更新のみご利用い
ただけます）。

● 通信による自動更新のご利用には、
G-BOOK mX Pro では G-BOOK 契約（基本
利用料は初年度無料、2 年目以降 12,000
円 / 年（税込））が必要です。

※一部の車載機（ナビ）はmicro SDカードでの対応になります。

●更新方法について

通信（自動） CD-R/
DVD-R USBメモリ 地図SDカード

G-BOOK ｍ X Pro 対応ナビ
HDDナビ ○ ○ × ×

SDナビ × × × ○

G-BOOK ｍX Pro（Ver2.0対応）ナビ
HDDナビ ○ ○ ○ ×

SDナビ × × × ○

G-BOOK ｍX Pro（Ver2.1対応）ナビ micro SDナビ ○ ○ ○ ○
※ 車種および車載機（ナビ）によって異なります。詳しくは、車載機（ナビ）の取扱書をご確認ください。
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ドライブ支援6プローブコミュニケーション交通情報（PROBE Communication）

●ルート案内中に再度、
　Gルート探索（プローブ情報付）をする

Gルート探索（プローブ情報付）を利用する

VICS情報と過去の統計データによる交通情
報予測に、G-BOOK mXユーザーのリアルタ
イム走行情報を加えたトヨタ独自の「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）」で、最適なルート※をご案内し
ます。

●Gルート探索（プローブ情報付）を
　設定する

車載機（ナビ）の目的地を設定します

▼

通常のルート案内が表示される

　　ルート

▼

交通情報を考慮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

▼
再探索

▼
Gルート探索

交通情報を考慮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

●自動で定期更新する設定

▼
【設定・編集】画面  を表示する

▼
ナビ詳細設定

▼
ルート系設定（左記❶参照）

▼
渋滞考慮探索設定の 変更する

▼
Gルート情報自動継続の する

▼
完了

ルート案内中、20分おきに自動で
Gルートが更新される

＊細街路はルート案内の対象外です。

知識

オペレーターに目的地設定を依頼した場合は、
自動で Gルート探索（プローブ情報付）を
おこないます。

知識

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）とは？
G-BOOK mX をご利用の車両の走行情報
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-BOOK mX をご利用の車両が今後増える
につれ、リアルタイムの交通情報を提供で
きる道路が広がります。なお、G-BOOK mX 
Pro(Ver2.1 対応 )ナビでは VICS が提供されて
いる道路でも Tプローブ交通情報が優先され
ます。

❶ 車載機（ナビ）の種類により、【ルー
ト系設定】→プローブ交通情報自動
取得【する】にすることで、ルート
案内開始時と以降 20 分おきに自動
で更新します。

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。オペレーターに電
話でご依頼いただくだけで、車載機（ナビ）
に目的地を設定したり、駐車場等を検索し
てご案内します。さらに、交通情報やスポーツ
ニュース、天気予報等お客様がドライブ中に
知りたい情報を車載機（ナビ）にお送りしま
す。お車からオペレーターに電話する場合は
Bluetooth®対応携帯電話は不要です。情報・
G画面からワンタッチでオペレーターにつな
がり、無料で通話できます（一部車種を除く
／下記❶参照）。また、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・スマート
フォン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 一部の車種または車載機（ナビ）で
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契
約が必要です。また、その場合は通
話料はお客様負担となります。対応
車種および車載機（ナビ）について
は、http://g-book.com/ を参照いた
だくか、G-BOOK サポートセンター
にお問い合わせください。

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

1 オペレーターに電話する

下記の2つの方法で電話します。

●お車から電話する
車載機（ナビ）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、音声認識でオペレーターを
呼び出すこともできます。（左記❶参照）

【G-BOOK】画面  を表示する

オペレーター

▼

●自宅の電話や携帯電話・スマートフォ
ンから電話する

固定電話や携帯電話・スマートフォンからオ
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

0561-57-6818 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・スマートフォンからご
連絡をいただく場合、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、お客様の特定ができ、ご本人
様確認がスムーズになります。

▼

2 オペレーターに依頼する

●サービスメニュー一覧

ドライブ
サポート

行き先をお伝えいただくだけで、Gルート探索で車載機
（ナビ）の目的地設定をおこないます車載機（ナビ）の目的地設定＊1

現在地や目的地周辺の施設をご案内します。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、車載
機（ナビ）にお送りします

施設情報、駐車場の案内

現在地や目的地までの渋滞情報や工事等による通行規
制情報を配信します交通情報の案内

最新のニュースやスポーツの結果等を配信します
現在地や目的地周辺の最新の天気予報を配信しますニュース・天気予報の配信

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

電話をかけたい施設の電話番号をお調べ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

お客様の要請（ご契約者本人）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

セキュリティ

＊1：目的地設定後のルート設定は、車載機（ナビ）が行います。
＊2：G-BOOK対応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（ご契約者本人であることを確認させていただきます）。また、警備員の派遣は出動1

時間以内が無料です。

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

トラブル
サポート
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ドライブ支援6オペレーターサービス

3 車載機（ナビ）に情報が届く

オペレーターからの情報が車載機（ナビ）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。

◎ お車からハンズフリー通話で目的地
設定を依頼した場合は、自動的に車
載機（ナビ）に設定されます。上記
のような画面は表示されません。

◎ 車載機（ナビ）の操作中、電波状況
などによって自動的に受信できない
場合があります。

POINT!

知識

情報を手動で受信する
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、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び
出して、車載機（ナビ）にセットします。

【G-BOOK】画面  を表示する

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

▼

オペレーターサービス（プレミアム）は車種
限定のサービスです。Bluetooth®対応携帯
電話がなくても、オペレーターとの通話が無
料でご利用いただけます。また車外から携帯
電話などでご利用いただく場合も通話料は無
料です。なお、オペレーターサービスの標準
メニューに加え、ホテル予約も依頼できます。

オペレーターサービス（プレミアム）について
車種および車載機（ナビ）の種類により利用可能です

オペレーターサービス（プレミアム）の詳しい内容については別途お
渡ししている『クラウンオーナーのためのG-BOOK mX Pro簡単ご利用
ガイド』をご覧ください。
※2012年12月以降発売のクラウン ロイヤル・アスリートには附属し
ていません。

●サービスメニュー一覧

ドライブ
サポート

行き先をお伝えいただくだけで、Gルート探索で車載機
（ナビ）の目的地設定をおこないます車載機（ナビ）の目的地設定

現在地や目的地周辺の施設をご案内します。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、車載
機（ナビ）にお送りします

施設情報、駐車場の案内

現在地や目的地までの渋滞情報や工事等による通行規
制情報を配信します交通情報の案内

最新のニュースやスポーツの結果等を配信します
現在地や目的地周辺の最新の天気予報を配信しますニュース・天気予報の配信

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

電話をかけたい施設の電話番号をお調べ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＊1

お客様（ご契約者本人）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＊2

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

お客様（ご契約者本人）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＊2

セキュリティ

＊1：G-BOOK対応オートアラームの装着が必要です。
＊2：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（ご契約者本人であることを確認させていただきます）。また、警備員の派遣は出動1

時間以内が無料です。

秘書サービス
宿泊施設のご案内や空室検索、宿泊予約を代行しますホテル予約

［オペレーターサービス（プレミアム）対象車種］
●クラウンマジェスタ
　（2009 年 3月～ 2013 年 8月のモデル）
●クラウン ロイヤル・アスリート・ハイブリッド
　（2008 年 2 月～ 2012 年 11 月発売のモデル）

トラブル
サポート

車両取扱書、車載機（ナビ）の取扱書の記載範囲で承
りますお車・車載機（ナビ）の操作案内
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ドライブ支援6オペレーターサービス

お車が盗まれた！

お客様のご依頼により、オペレーターが盗難車
両を追跡します。また、停車を確認後、現地に
警備員を派遣して、車両の状況確認をおこない、
お客様へご報告します。

オートアラームが
作動したとき

メールとオペレーターからの電話でオートアラ
ームの作動をご連絡します。お車の状況を確認
するために、警備員の派遣を要請することもで
きます。

路上トラブルのとき

脱輪やガス欠などドライブ中のトラブルの際に
は、お車の現在位置を確認してJAFにお取り次
ぎします。土地勘のない場所でのトラブルでも
スムーズに依頼できます。

旅先などでの急病のとき
現在地周辺の夜間・休日医療機関のご案内をし
ます。旅先でのトラブルの際も安心です。

車載機（ナビ）の
目的地設定がしたい！

オペレーターに行き先（施設名称／住所／電話
番号など）を伝えるだけで車載機（ナビ）の目
的地設定ができます。交通情報に考慮した最適
ルート（Gルート）でご案内します。

レストランを探す

現在地や目的地周辺のレストラン、最新スポッ
ト等を検索して車載機（ナビ）にお送りします。
もちろん目的地に設定してお送りすることもで
きます。

最新のニュースや
道路交通情報が知りたい！

NHKが提供する最新ニュース（一般／スポーツ
／経済等）や天気予報、道路交通情報等ドライブ
中に必要な情報を車載機（ナビ）にお送りします。

電話番号を知りたい！！ 電話番号をお調べして車載機（ナビ）にお送り
します。

出発前に目的地設定を
予約する

自宅の電話や携帯電話からオペレーターに車載
機（ナビ）の目的地設定を依頼できます。早朝
のゴルフや出張の際に、電話で予約しておけば、
車に乗ってすぐ出発できます。

※ACC-ON後、しばらくすると情報を受信して車載機（ナビ）にダイアログ
が表示されます。表示されない場合は車載機（ナビ）の［情報確認］ボタ
ンにタッチしてください。詳しくは、44Pを参照ください。

こんなときにはオペレーターサービスが便利です

オペレーターサービスは、以下のような場面で、オペレーターがお客様をサポートします。
お気軽に活用ください。

急に宿泊することになった！

料金や場所等を伝えれば、オペレーターがホテ
ルの空室を検索して、予約までおこないます。
お車に乗っていないときでもご利用いただけま
す。出張先等で急に宿泊する必要が生じたとき
などに便利です。《車種限定》

オペレーターサービス（プレミアム）限定

※G-BOOK対応オートアラームの装着が必要です。

駐車場を探す

現在地や目的地周辺の駐車場を検索して車載機
（ナビ）にお送りします。目的地付近の駐車場検
索を依頼した場合は、目的地に近づくと駐車場の
満空情報が自動的に更新されて車載機（ナビ）に
表示されます。→詳しくは50Pをご覧ください。

※お車の電波状況により、現在位置を特定できない場合があります。その場
合、オペレーターが現在地の確認をいたします。



Drive Support

50

004

51

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
報までわかります。事前に検索範囲や車両サ
イズ・形状などの条件を登録※1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、最新の状況が車載機（ナビ）画面に表示
されます※2。

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

▼

検索結果がアイコンで地図に表示される

【G-BOOK】画面  を表示する

▼

▼

▼

希望する検索ボタンにタッチ

●こだわり検索の事前設定の手順

▼
【G-駐車場】画面  を表示する（50P参照）

▼
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。

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
頼しておくと、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
に条件を伝えると、その条件に合う駐車場を
ご案内します。
※ 車載機（ナビ）の種類によっては満空情報は自動更新されま
せん。手動で更新してください。

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 88P をご
覧ください。

駐車場

※1：車両サイズ・形状の登録は車載機（ナビ）からの登録が必要となります。
※2：車載機（ナビ）の種類によっては満空情報は自動更新されません。

手動で更新してください。

❶ 車載機（ナビ）の種類によっては表示
されません。操作の

補足説明

メインメニュー（下記❶参照）
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ドライブ支援6周辺情報

周辺情報を利用する
車種および車載機（ナビ）の種類により利用可能です

周辺情報で自動取得する情報をあらかじめ設
定しておけば、車載機（ナビ）がG-BOOKセ
ンターに自動的に接続し、目的地周辺の到着
予想時刻の天気やルート周辺の強風や豪雨な
どの気象情報を音声と地図上のアイコンでご
案内します｡ さらに、目的地に接近すると周
辺の駐車場の満空情報を自動取得※し、地図
上のアイコンでご案内します。

※車載機（ナビ）の種類によっては自動更新されません。手動で更新し
てください。

※ご案内する情報は今後、随時追加予定です｡ 詳しくはG-BOOKサイト
（http://g-book.com/）でご確認ください｡

※対象の車載機（ナビ）について、詳しくはG-BOOKサイト（http://
g-book.com/）でご確認ください｡

知識

ご利用には取得情報ごとに設定が必要です｡
右記の方法を参考に取得を希望する情報の選
択をおこなってください。

ご案内するタイミングについて
車載機（ナビ）で目的地設定をおこない、ルー
ト案内開始時に目的地周辺の天気やルート周
辺の強風や豪雨などの気象情報をご案内しま
す｡ 以降、一定の走行ごとにルート周辺の強
風や豪雨などの気象情報をご案内します｡ 目
的地の設定がない場合はご案内はできません。
※ 目的地周辺の天気について現在地から目的地までの直線距離
が 50km以上の場合にご案内します。

●自動取得を設定する

【G-BOOK】画面  を表示する

▼

▼

▼
G-BOOK.com

▼
Gメニュー

▼
インフォメーション

▼
周辺情報

▼
メニュー

▼
自動／手動／解除の選択

▼
希望の取得情報の選択

▼
決定

完了

ドライブ支援6WEB検索を利用

WEB検索を利用する
車種および車載機（ナビ）の種類により利用可能です

車載機（ナビ）から検索プロバイダーが提供
する施設・店舗情報、クチコミ情報などを検
索し、地図上に表示できます。また、検索し
たレビューまたはクーポンをサポートアドレ
スに送信し、パソコンや携帯電話でも確認で
きます｡

※対象の車載機（ナビ）について、詳しくはG-BOOKサイト（http://
g-book.com/）でご確認ください｡

※検索した情報をEメールで送信するためには、サポートアドレスの登
録が必要です｡

※  2015 年 2 月現在の検索プロバイダーは、「Yahoo! JAPAN」です。
　Yahoo! JAPAN：Web サービス by Yahoo! JAPAN

▼

▼
WEB

【目的地】画面  を表示する

▼
キーワード入力（下記❶参照）

▼
検索

検索結果が地図上に表示される
（下記❷❸参照）

❶ たとえば「名古屋　ラーメン」のよ
うにスペースを入れて複数のキー
ワードを入力し、検索結果を絞り込
むことができます｡

❷ 画面の【リスト表示】にタッチする
と検索結果の一覧が表示されます｡

❸ 地図上のアイコンにタッチすると施
設情報が表示されます。さらに【詳
細情報】にタッチすれば、画像やレ
ビュー、クーポンなどの情報にアク
セスできます｡
※掲載情報がない場合は表示されません。

操作の
補足説明

❶ 車載機（ナビ）の種類によっては表示
されません。操作の

補足説明

（
下
記
❶
参
照
）

メインメニュー

●検索する
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ドライブ支援6ETC割引情報

ETC割引情報を利用する

設定したルート上の有料道路において、通行
料金がETCの利用により割引される区間の割
引情報を車載機（ナビ）で確認できます｡

◎ 通常表示される画面は平日割引情報
です｡ 休日や特別割引情報について
はそれぞれ該当するボタンにタッチ
してください｡

◎ 【詳細】にタッチすれば割引適用条
件などの詳細情報が確認できます｡

POINT!

知識

割引情報の表記は普通自動車が対象です｡ 普
通自動車の定義については各道路管理者の
ホームページ等でご確認ください｡

注意
通行料金の変更等により実際の料金と異なる
ことがあります。各種割引や社会実験の適用
期間および内容等は変更される場合がありま
すので、最新情報については各道路管理者に
ホームページ等でご確認ください｡ 割引情報
が変更された場合、割引開始日に情報を更新
します｡ ただし、各道路管理者による割引情
報開示日が割引情報開始日から8営業日以内
の場合は、適用開始日までに更新できないこ
とがあります。また、一部情報が正確に反映
できない場合がありますので、割引情報に関
する内容は各道路管理者のホームページ等を
ご覧ください｡

※対象の車載機（ナビ）について、詳しくはG-BOOKサイト（http://
g-book.com/）でご確認ください｡

●ETC割引情報を利用する

目的地を設定する

▼

▼
割引情報

平日割引情報画面

ルート比較画面が表示される

車種および車載機（ナビ）の種類により利用可能です

ドライブ支援6充電ステーション検索

充電ステーション検索を利用する

EV走行に欠かせない充電ステーションの情
報を車載機（ナビ）に表示します。現在地や
目的地周辺の充電ステーションを検索すれ
ば、外出先でも充電ができ、長くEV走行を
楽しめます。またG-StationおよびPHV Drive 
Supportプラス対象の充電器なら、使用中＊か
どうか確認することができます。

車種および車載機（ナビ）の種類により利用可能です

＊充電コネクタが車両に接続された状態、または営業時間外に使用中と
なります。（充電が終了しても、充電コネクタが戻されないと使用可
能にはなりません。）

※対象の車載機（ナビ）について、詳しくはG-BOOKサイト（http://
g-book.com/）でご確認ください。

●充電ステーションを検索する

▼
メインメニュー（上記❶参照）

●充電ステーションアイコン一覧

G-BOOK.com
▼

充電（充電ステーション）（上記❷参照）
▼

【G-BOOK】画面  を表示する

❶ 車種および車載機（ナビ）の種類に
よっては表示されません。

❷ 【充電ステーション】ボタンが表示
されている場合は、【充電ステーショ
ン】ボタンにタッチしてください｡

 【充電ステーション】ボタンが表示
されていない場合は、【次頁】ボタ
ンにタッチしてください。

操作の
補足説明

＊1　満空情報は充電コネクトが車両に接続されていると利用中、充電
コネクトがG-Stationに戻されると利用可能となります。（充電が
終了しても、充電コネクトが戻されないと利用可能にはなりませ
ん。）

＊2　トヨタ販売店以外の商業施設や宿泊施設などで、充電を有料で提
供するサービスです。合同会社日本充電サービスの充電インフラ
ネットワークである普通充電器をご利用いただけます。

＊3　G-StationおよびPHV Drive Supportプラス対象の充電器以外の普通
充電機を表示します。（一部、表示されないものもあります。）

内容 満空情報＊1 アイコン

トヨタ販売店の
G-Station

利用可能

利用中または
営業時間外

情報なし

トヨタ販売店以外の
G-Station

利用可能

利用中
または
営業時間外

情報なし

PHV Drive Support
プラス＊2対象の充電器

利用可能

利用中または
営業時間外

情報なし

一般の充電ステーション
（200V）＊3

ー

一般の充電ステーション
（100V）＊3

ー
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ドライブ支援6音楽を楽しむ（MUSIC On Demand）

CDタイトル情報取得について

G-BOOK mX 対応HDDナビのハードディス
クにはGracenote®メディアデータベースが
インストールされています。CDを再生する、
またはハードディスクに録音した場合に曲名
等の情報を表示するためにこのデータを使用
します。ただし、最新のCDは、ハードディス
ク内にデータが入っていないため曲名等が表
示されない場合があります。その場合、通信
を通じてGracenote®メディアデータベース
を更新することにより、ハードディスクに録
音した楽曲の曲名・アーティスト名・アルバ
ム名を表示することができます。

Gで検索

▼

登録

▼知識

音楽認識技術および関連情報は 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。

●タイトル情報を取得する

タイトル入力

▼

※CDタイトル情報取得で曲名等が表示されるのは、HDDプレイモード
の場合のみです。ディスプレイモードの場合には表示されません。

※車載機（ナビ）の種類により操作が異なります。

MEMO

表示された画面の指示にしたがって
希望のタイトルを選択・登録する

▼
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ドライブ支援6エコドライブ支援

ESPOを利用する

ESPOはエコ運転を楽しみながら続けていた
だけるようにサポートするサービスです。お
客様の運転結果をG-BOOKを通じてセンター
に送信すると、運転結果に応じてポイントが
付与されます。また、エコドライブの履歴や
ランキングをパソコンや携帯電話、車載機（ナ
ビ）画面から確認できます。獲得したポイン
トは「Gazooの森プロジェクト」の植樹活動
に寄付されます。

●車載機（ナビ）で利用する

【情報】画面を表示する

▼

エコ情報

▼

●ESPOサイトの初期設定1 車載機（ナビ）で確認する

簡単な操作で車載機（ナビ）画面からエコド
ライブの状況が確認できます。

2 パソコン（ESPOサイト）を利用する

ESPOサイトでは、走行距離やガソリン消費
量、CO2排出量などの走行情報に加え、平均
燃費、獲得ポイント、エコ運転スコアなどの
エコドライブの履歴やランキングを月別で確
認できます。

ユーザーサイトにアクセス（下記❶参照）

▼
ESPO

▼
「ご利用にあたって」を確認する

▼

次へ

▼
寄付先を選択（下記❸参照）

▼
次へ

▼
登録内容を確認

❶ ユーザーサイトへのアクセス方法は
70P をご覧ください。

❷ 初回ログイン時にニックネームを登
録します。

 ※ 登録したニックネームの変更はで
きません。

❸ 獲得したポイントの寄付先を選択し
ます。詳しくは 61P をご覧ください。

 ※ 寄付先は下川ムラ（北海道上川郡
下川町）のみのため、寄付先選択
画面はスキップします。（2015 年
2 月時点）

操作の
補足説明

ニックネームを登録する（下記❷参照）

▼

▼
決定

▼
登録完了

※対象の車種および車載機（ナビ）の種類につきましては、G-BOOKサ
イト（http://g-book.com/）をご確認ください。

G-BOOKユーザーサイト

ESPOボタン

車種および車載機（ナビ）の種類により利用可能です

知識

エコドライブの診断方法について※

エコドライブメーターに表示されるエコレベ
ルは以下の3つのドライブ機能から総合的に
判断されます。
●エコドライブインジケーターランプの点灯
● ハイブリッドシステムインジケーターの
「ハイブリッドエコエリア」での走行
●エコモードスイッチの選択
※ 車種および車載機（ナビ）により異なります。

走行情報の送信方法について
エンジン始動後、自動的に前回の走行情報が
送信されます。ドライブ終了後、すぐに走行
情報を送信したい場合は、お手数ですが一旦
エンジンを停止後、再度、ACC-ON してくだ
さい。
※通信状況等により、自動送信されない場合
があります。

※ナビの ESPO 画面にある【更新】ボタンに
タッチした場合にも走行情報が送信されま
す。

ステータス

エコレベルメーター エコ運転スコア

エコドライブの習熟度
を月次で判定し、お客
様のステータスを表示
します。

クルマから送信された
情報をもとにエコ運転
スコアを表示します。

更新ボタン

※画像はイメージです。
車種および車載機（ナビ）の種類により異なります。



Drive Support

60

004

61

ドライブ支援6エコドライブ支援

知識

ESPO サイトには携帯電話、スマートフォン
からもアクセスできます。詳しくは 62P ～
71P をご覧ください。

ESPOサイトのトップ画面

●パソコンのESPOサイトについて

❶今月の最新データ
G-BOOK センターに送信された走行情報やエコド
ライブ情報が確認できます。

❷過去のエコドライブカルテ
過去の走行情報やエコドライブ情報を月別・累計
で確認できます。

❸ヒストリー
燃費や獲得ポイント、エコ運転スコアにおける月
別・日別の推移が確認できます。

❹ポイントプログラム
獲得したポイントの寄付先を紹介。

❺ESPOとは
サービス概要を確認できます。

❻よくあるご質問
お問い合わせの多い質問についてお答えします。

❼総獲得ポイント
これまでに獲得したポイントの合計

❽年間ランキング
年に 1度、年間グランプリを発表します。途中経
過も確認できます。

❾ポイントプログラムの参加状況
現在のシーズン ESPO を表示します。また、現在
登録されている寄付先と寄付予定ポイントを確認
できます。

10走行情報
走行情報（走行距離、ガソリン消費量、CO2 排
出量）やエコドライブ情報（ステータス、平均燃費、
獲得ポイント、エコ運転スコア）が確認できます。

11ランキング
燃費、ポイント、エコ運転スコアにおける上位
10 位とあなたのランキングが確認できます。

3 ポイントプログラムに参加する

ESPOで獲得したポイントは、「Gazooの森
プロジェクト」の植樹活動に寄付されます。
獲得したポイントは、シーズン「春ESPO
（3月～5月）／夏ESPO（6月～8月）／秋
ESPO（9月～11月）／冬ESPO（12月～2月）」
ごとに登録された植樹先に寄付されます。

植樹先：下川ムラ（北海道上川郡下川町）

●ポイントプログラムへの参加方法

ESPOサイトの初回ログイン時に
寄付先を登録します。

↓
獲得したポイントは登録された寄付先へ
の寄付予定ポイント数に加算されます。

↓
獲得したポイントに応じて、3ヶ月ごとに

「Gazooの森プロジェクト」に寄付されます。
※一度登録した寄付先は次のシーズンにも自動継続されます。シーズン
ごとに変更することもできます。

※寄付先の登録がない場合は「Gazooの森プロジェクト」が定めた寄付
先へ自動的に寄付されます。

●❻●❶ ●❷ ●❸ ●❹ ●❺

●❼

●❽

●❾

●10

●11

知識

ポイントプログラムについて
●実施期間：2016 年 12 月末まで
● 対象となるお客様：2015 年 12 月末までに
対象車種・ナビにて G-BOOK の利用開始
手続きをされた方

※ 利用開始日より最大3年間を限度とします。

車種および車載機（ナビ）の種類により利用可能です

※上記は2015年2月現在のものです。予告なく変更される場合があります。
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