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マップオンデマンドは全国の主要道路や、車
載機（ナビ）に登録した自宅および設定した
目的地付近の地図変更部分を、ネットワーク
を通じて車載機（ナビ）に配信するサービス
です＊1。高速・有料道路なら開通後最短7日
＊2で地図データを更新します。

ドライブ支援6地図更新をする

マップオンデマンド（地図差分更新）を利用する ■地図更新の方法

地図更新には以下の方法があります。

1．通信で更新する
携帯電話の通信を使って更新情報をダウンロー
ドします。操作方法は右記をご覧ください。

※事前にパソコンの環境をご確認ください。詳しくは、G-BOOKのサイト
（http://g-book.com/）のマップオンデマンド・ダウンロードサイト「使
い方ガイド」をご確認ください。

※1：通信料は別途必要です。

2． CD-R／DVD-R、USBメモリーで
　更新する
マップオンデマンド・ダウンロードサイトよ
りCD-R／DVD-R、USBメモリーへダウンロ
ードしてください（無料）※1。地図データの入
ったCD-R／DVD-R、USBメモリーを車載機（ナ
ビ）に挿入し、画面の指示に従って操作をお
こなってください。詳しい操作方法は、26P
～27Pもしくは36P～37Pをご覧下さい。

3．地図更新DVDを注文して更新する

●通信で更新する方法

【設定・編集】画面  を表示する

▼
更新する場所（自宅周辺／目的地周辺）

を選択（下記❶参照）
▼

地図の更新準備がはじまる

▼

地図更新

▼
地図更新が始まる

❶ データ量が多い場合には、画面にダ
ウンロードに必要なパケット量の目
安が表示されます。ダウンロードを
続ける場合は【はい】にタッチして
ください。

❷ 地図の更新準備には数分から数 10
分程度かかります。この間も車載
機（ナビ）は通常通り利用できます。
更新準備が完了するとアナウンスが
流れます。その後【地図更新】をタッ
チすると、更新が開始します。万一、
【地図更新】を押す前にエンジンを
停止した場合でも、次回のエンジン
始動時に自動的に更新を再開します。
※ 車載機（ナビ）の種類により、操作が異な
る場合があります。取扱書をご確認くださ
い。

操作の
補足説明

注意
地図更新は定期的におこなってください
長期間、地図更新をおこなわないとその間の
データがたまります。長期間未更新の場合は、
パソコンでの更新をお勧めします。またデー
タ容量によっては、地図の更新準備が 10 時
間以上にわたる場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

※通信費はお客様負担になります。

▼
更新完了（下記❷参照）

共  通

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）

地図更新DVD  1,800円（税込・送料含）

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。
※ 26P～27Pもしくは、36P～37Pをご参照の上、車載機（ナビ）の画
面にてご確認ください。

※初回はCD-R／DVD-R、USBメモリーまたは地図更新DVD（有料）で
の更新が必要です。ただし、車載機（ナビ）の種類により「カーナ
ビ通信料定額プラン」をご利用の場合は不要です。対象については
G-BOOKサイト（http://g-book.com/）をご確認ください。

知識
カーナビ通信料定額プランをご利用のお客様へ
車載機（ナビ）の種類により、カーナビ通信
料定額プラン「契約あり」の場合、地図の自
動更新がご利用いただけます※。車載機（ナ
ビ）の地図に［地図更新］が表示されたらタッ
チしてください｡ 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｡ あらかじめご了承ください｡ カーナビ
通信料定額プランについて詳しくは 22 Ｐも
しくは 34 Ｐをご覧ください｡
※対象については G-BOOK サイト（http://g-book.com/）をご
確認ください。

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ナビをご利用の場合

SDナビをご利用の場合は46Pをご覧ください。

通信で更新
パソコンによる更新

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

●更新対象について

＊1：通信費はお客様負担になります。
＊2：地図データの収集／整備状況により、配信までに3ヶ月ほどかか

る場合があります。
※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）。
通信（自動・任意）またはパソコンによる更新が可能です（SDナ
ビ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 では通信事業者と
のカーナビ通信料定額プランの契約およびナビでの「契約あり」設
定が必要です。通信による任意更新のご利用には、G-BOOK mX は
初回のみパソコンによる更新が必要です。

＊1：USBメモリーでの更新は、一部の車載機（ナビ）のみ利用可能です。
＊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
（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
ンスタンドなどの記号は更新されます
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ドライブ支援6地図更新をする

■地図更新の方法

SDナビ（G-BOOK mX（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DVDに入っている専用アプリケー
ションソフト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。定期的（月
1回～2回以上）にデータをダウンロードし、
更新してください｡

●パソコンで地図データを
　ダウンロードする

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❶参照）

SDナビをご利用の場合

■サービスのご利用期間について

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。
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）。
通信（自動・任意）またはパソコンによる更
新が可能です（SDナビ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では通信事業者とのカーナビ通信料定額プ
ランの契約およびナビでの「契約あり」設定
が必要です。通信による任意更新のご利用に
は、G-BOOK mXは初回のみパソコンによる更
新が必要です。 

※ナビにより表示が異なります。

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

知識
● カーナビ通信料定額プラン「契約あり」の
設定は22Pもしくは34Pをご確認ください。

※ 車載機（ナビ）の種類によりご利用いただけません。詳しく
はG-BOOK サイト（http://g-book.com/）をご確認ください。
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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、車載機（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車載機（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・スマートフォンか
らご依頼いただく等、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

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。

1．お車からハンズフリー通話で電話する
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

▼

2． 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くと、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

有料コンテンツの購入方法について。
オペレーターサービスは有料コンテンツです。
詳しい購入方法については 51Pもしくは 96P
をご覧ください。

▼

●オペレーターサービス利用料
210円／月（税込）　※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。

Web登録

Web登録

次ページに続く

▲

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（プローブ
情報付）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

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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●オペレーターサービスの購入方法

オペレーターサービスのご契約は1ヶ月単位
の自動更新となっていますので、ご解約され
ない限り、翌月も自動で契約が更新されます。

●オペレーターサービス利用料金
210円/月（税込）
※通話料はお客様負担になります。

【G-BOOK】画面  を表示する

オペレーター

▼

▼

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、「受信しました」のアナウンスとと
もに、依頼した情報が車載機（ナビ）に表示
されたり、もしくは読み上げられます。

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のご利用期間と購入方法について

◎ 車外から携帯電話・スマートフォン
などでオペレーターに依頼した情報
は ACC-ON 後、しばらくすると車載
機（ナビ）に届きます。その際、「オ
ペレーターに依頼した情報がありま
す」というアナウンスが流れ、ダイ
アログが表示されます。［情報確認］
にタッチすると依頼した情報が表示
されたり、もしくは読み上げられま
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。

Web登録

画面の表示に従って、
購入手続きをおこなってください。

◎ 有料コンテンツの購入方法について
詳しくは、96P をご覧ください。POINT!

●オペレーターサービスの解約方法

【G-BOOK】画面  を表示する

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

▼
オペレーターサービス

▼
解約

▼

解約の確認画面

▼
決定

▼
解約完了

G暗証番号を入力

▼
決定

▼

▼
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ドライブ支援6交通情報サービス

●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

●自動で定期更新する設定

▼

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、VICS提供外の道路を対象として
収集した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。
※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）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

【設定・編集】画面  を表示する

▼
再探索

▼
Gルート探索

▼
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

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。

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

共  通

※ 車載機（ナビ）の種類により、操作が異なる場合があります。
取扱書をご確認ください。

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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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、結果を車載機（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み上げます。画面を切り
替えることで、「現在の状況」のほか、「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。車載機（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
渋滞を音声で読み上げ、出発時間別の所要時
間のチェックができます。

渋滞予測を利用する

●60分後の渋滞予測を見る

▼
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

▼

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
れないでスムーズに走行できること
がわかります。

POINT!

車載機（ナビ）の目的地を設定します【情報】画面  を表示する

【情報】画面  を表示する

注意
目的地を設定した際に、高速道路で渋滞が
あった場合のみ所要時間ボタンが表示されま
す。

ドライブ支援6交通情報サービス

共  通

▼
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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＊2

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。

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

▼
メインメニュー

▼

▼

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

▼

前頁（56P）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
索することもできます。

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 92P をご
覧ください。

知識　 Web登録

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）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。
※オペレーターサービスの利用にはWeb登録および有料コンテン
ツの購入が必要です。
※自動更新には携帯電話が車載機（ナビ）に接続されていて、通
信できる状況であることが必要です。

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：オペレーターサービスの利用にはWeb登録および有料コンテンツ
の購入が必要です。

※ 車載機（ナビ）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。

［ページ3］＊1

▼

＊1：「ページ」は車載機（ナビ）により異なります。
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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｡

●自動取得を設定する

【G-BOOK】画面  を表示する

▼
メインメニュー

▼

▼
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、WEB登録およびサポー
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

●検索する

▼

▼
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

共  通

注意
● 周辺情報を設定すると車載機（ナビ）が自
動で通信をおこない情報を取得するので通
信費がかかります。通信時に確認をして手
動で通信をおこないたい場合は、【設定・
編集スイッチ】→［G-BOOK］→【通信設定】
で通信設定画面を表示し、「通信接続時の
確認」を「する」に設定してください｡

● ご利用の際には、「カーナビ通信料定額プ
ランにご加入の上ご利用ください。

　→詳しくは 22P、34P をご覧ください。

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、目的地接近時に駐
車場情報と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。

※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｡

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
）
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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
車種および車載機（ナビ）の種類により利用可能です

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｡

●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

◎ 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｡

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
車種および車載機（ナビ）の種類により利用可能です

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。

＊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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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へ録音させた場合に曲
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・アーティスト名等を表示
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

▼

ドライブ支援6音楽を楽しむ

共  通

MEMO

※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。
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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
74P 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 67P をご覧ください。

 ※  2015 年 2 月現在の寄付先は下川
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。

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。

※Web登録がない場合は車載機での確認のみ利用できます。この場合
ステータスやポイントは表示されません。

G-BOOKユーザーサイト

ESPOボタン

Drive Support

Web登録

知識　 登録なし

Web 登録をしない場合は一部の機能だけが
利用できます。
Web 登録をしない場合でも車載機（ナビ）
でエコレベルメーターや毎分燃費グラフ、ア
ドバイスなどエコドライブの状況を確認する
ことはできます。ステータスやポイントの表
示や、パソコンや携帯電話の ESPO サイトの
利用、ポイントプログラムに参加を希望され
る場合はWEB 登録をお願いします。

車種および車載機（ナビ）の種類により利用可能です

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

走行情報の送信方法について
車載機（ナビ）の ESPO 画面にある【更新】
ボタンにタッチすると、前回までの走行情報
が G-BOOK センターに送信されます。ドラ
イブ終了後、すぐに走行情報を送信したい場
合は、一旦エンジンを停止し、再度、始動し
てから【更新】ボタンにタッチしてください。
※走行情報は、最大 120 走行分が車載機（ナ
ビ）に保存できます。それ以上の情報が蓄
積されると、古いものから順に削除されま
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。
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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 68P ～
73P 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。

Drive Support

Web登録

Web登録

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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