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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
92P 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、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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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

パソコン、携帯との連携6携帯電話で利用する

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
ESPO
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
7

6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。

5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。

4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。

エコドライブに関する情報が表示されます。

3ESPO

7E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。

パスワードの変更ができます。
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ストアもしくはApp Store、
または下記QRコードより

T-Connectスマホアプリ（無料）をダウンロード

待ち受け画面からアイコンにタッチ

待ち受け画面から
アイコンにタッチ（左記❶参照）

●ログイン（2回目以降）T-Connectスマホアプリは、スマートフォン
にアプリをダウンロードして、さまざまなサ
ービスが利用できます。また、「ナビゲーシ
ョン」「エージェント」「オンラインケア」は、
お車から離れているときも、お手持ちのスマ
ートフォンからご利用いただけます。スポッ
ト情報の目的地履歴や登録地点もお車のナビ
とスマートフォンで共有されます。

（右へ続く）

▼

ログインする

▼

（左から続く）

▼

▼

▼
▼

主なサービス 2015 年 9 月現在

● スポット検索［無料］
1. 施設名／住所／電話番号検索
2. ジャンル検索

● ナビゲーション［有料］
1. エージェント（音声認識サービス）
2.T プローブ交通情報
3. オペレーターサービス
4. 交通情報投稿

● 災害対策サービス［無料］
● HELPNET［無料］
● 車載機（ナビ）連携［無料］
1. 最新の総走行距離表示
2. 走行データの確認
3.G メモリ
4. ドライブプラン

● シームレスサービス
1. 目的地共有
（一部機能は ESPO対応車種限定です）

●ログイン（初回）

IDとパスワードを入力

利用規約に同意

ログインする（下記❶参照）

▼

完了（下記❷参照）
▼

❶ 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リます。

❷ マイカーインフォの画面が表示され
ます。

操作の
補足説明
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1ナビゲーション（2,500円/年（税込））

2災害対策サービス

●ルート選択

Tプローブ交通情報を考
慮した5ルート（推奨、一
般、高速、距離、別ルート）
で表示します。

●T-Connectスマホアプリのコンテンツについて
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。

※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2015年9月現在です。予告なく変更・中止される場合があります。

[主なサービスと料金] 

サービス名 内容
料金（税込）

無料 有料

ナビゲーション
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。 －

○
（2,500 円 / 年）

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。 －

交通情報投稿 渋滞情報など交通情報を、Facebookや Twitter へ投稿できます。 －

VICS交通情報 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）

詳細市街図 道路形状や敷地内の道路をより詳しく表示します。 －
○

オプション
（+500 円 / 年）

スポット検索
（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。 ○ ○

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）

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伝えます。 ○ ○

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。 ○ ○

関連アプリ ご利用の IDでお楽しみいただけます。

おでかけ ドライブ時、もしくはおでかけの際にお楽しみいただけるアプ
リです。 ○ ○

エコドライブ ESPOをご利用のお客様に向けたエコドライブ運転結果を活用で
きるアプリを提供いたします。

○
（ESPO対応車種に限る）

○
（ESPO対応車種に限る）

マイカーインフォ お車の総走行距離を表示します。 ○ ○

タイムライン 新しいコンテンツのお知らせなどがダイアリー形式で表示されま
す。 ○ ○

販売店からのお知らせ ご利用の販売店からのお知らせをアプリでご確認いただけます。 ○ ○

マイカー Security お車のセキュリティ部分を遠隔地にて確認、操作することが可能
です。 ○ ○

カーファインダー スマホアプリからお車の現在地を確認することができます。 ○ ○

●ターンバイターン

交差点などの進行方向を
矢印アイコンで表示しま
す。

●ナビゲーション案内

主要なランドマークは3D
表示し、交差点では、リッ
チな拡大図やレーン情報
を表示します。

●オフラインMAP

通信圏外の時でも地図を
閲覧できるように、あらか
じめ地図を保存すること
ができます。

●関連施設検索

周辺の避難所などが検索
できます。

●通れた道マップ

通行実績に基づき、通行
可能な道を確認すること
ができます。

●HELPNET

オペレーターが、警察や
消防への取次ぎをサポー
トします。
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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 92P をご覧ください。

操作の
補足説明

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。G-Securityの
設定／解除のほか、レストラン等の情報検索、
車載機（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リクエストの編集等車載機（ナ
ビ）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。

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 93P をご覧ください。

1G-BOOKビューアー 3ドライブプラン

◎ 車載機（ナビ）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（ナビ）と同じ画面が表示され、
お支払い方法の登録・変更などの操
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
暗証番号の登録や変更等車載機（ナ
ビ）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 74P をご覧ください。

4Gメモリ一覧

詳しくは 72P 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 88P
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

▼

1G-BOOK ビューアーを表示します。

2G-BOOK 設定を表示します。

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。

5Myリクエストの編集画面を表示します。

6 ESPOサイトを表示します。

※ 67は車種および車載機（ナビ）の種類に
より利用可能です。

ログイン

▼

7 eケア・G-カスタマイズを表示します。

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。
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その他の方法

パソコン、携帯との連携6車載機（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
コンの全てで使える共通のメモリ機能です。
お気に入りのスポット等をGメモリに登録し
ておくと、いつでも呼び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全て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
メモリを呼び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
登録しておくと目的地設定が簡単になります。

◎ G メモリを車載機（ナビ）のメモリ
地点に登録することができます。
※車載機（ナビ）の種類により操作が異なります。

【目的地】画面（→【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。ま
たは、【G-BOOK】画面 →詳細情報が表
示されている画面で【Gメモリ】を選
択→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 78P～ 82P
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、コメントを付ける等、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。

Gメモリ一覧（パソコン）

Gメモリ詳細画面（パソコン）

▼

　　で設定

▼

●車載機（ナビ）でGメモリを呼び出す

【目的地】画面  を表示する

Gメモリ

▼
Gメモリの一覧が表示される

▼

MEMO

※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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パソコン、携帯との連携6車載機（ナビ）に情報を送る

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、そのまま車載機（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
のシミュレーションをすることもできます。

▼
ルート探索画面（パソコン）

車載機（ナビ）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）

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）
▼
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、
70P 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
ルートの目的地に設定します。

▼
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既に作成した
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地
点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

※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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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
トの所要時間をシミュ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（ナビ）で利用する

Myルートに登録したルートを車載機（ナビ）
で呼び出して利用できます。

▼

　　で設定

▼

【目的地】画面を表示する

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 ルートに登録したルートを呼び
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!

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
　（78P）

パソコン、携帯との連携6車載機（ナビ）に情報を送る

その他の方法
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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、車載機（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。

知識

2015年9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
　●「ドコモ地図ナビ」アプリ※

 ※： 「ドコモ地図ナビ」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。

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
70P 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。契約 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
62P ～ 65P 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。契約 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

❷

❸

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。

パソコン、携帯との連携6車載機（ナビ）に情報を送る

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

※サービスの対象は、予告なく
変わることがあります。

次へ

●

●

●

※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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パソコン、携帯との連携6車載機（ナビ）に情報を送る

次ページに続く

▲

［ 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.co.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］

2 スポット情報をGメモリに送信する

▼

●びあはーるからの送信方法

▼
スポット情報を検索する

「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

▼
送信する

▼
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

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くと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。
※車載機（ナビ）の種類により操作が異なります。

【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】。
または、【G-BOOK】画面 →詳細情報が表示され
ている画面で【Gメモリ】を選択→メモリ地
点に登録される。

▼
「地図アプリ」を起動する

▼
施設情報を検索する

便利機能

▼

▼
カーナビに位置を送信

「TOYOTA G-BOOK」にチェックして、
「スポット連携ID」を入力

●ドコモ地図ナビ「地図アプリ」からの
　送信方法

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。

びあはーるの ドライブプラン作成  に
アクセスします

（http://www.viajar.jp/refine_pc/driveplan）
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パソコン、携帯との連携6車載機（ナビ）に情報を送る

メモリ一覧の中から情報を選択する
（下記❶参照）

▼

❶ 情報スポット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

【G-BOOK】画面  を表示する

ドライブプラン
▼

Gメモリ
▼

▼

はい

車載機（ナビ）の地図にスポットが表示されます
▼

※画面は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。

MEMO
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