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ワンセグチューナー内蔵8インチポータブルナビゲーション

この度は、ワンセグチューナー内蔵8インチポータブルナビゲーションをお買い上げ頂き、誠にありがとうござい
ます。
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            またはサービスセンタ
ーにご依頼ください（ヒューズ：
2A）。

運転者は走行中に操作および画像や表
示を注視しない
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長時間本機を使用しない場合、シガーアダプターを車のシガーソケットから抜いてください。火災や
バッテリー上がりの原因となります。

吸盤トレイ(3M粘着シート付き)
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ナビゲーション本体 (1.5M）

本体取扱説明書、ナビゲーション機能操作編、
保証書



ワンセグ放送をご覧になる時に伸ばして使用します。
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   満充電の状態で使用できる時間の目安は以下の通りです。

　・ナビモード：約45分

　・ワンセグテレビモード：約30分

　・その他のモード：約45分

　※動作環境や設定により、短くなることがあります
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シガーアダプター

シガーアダプター
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m
メディアを再生する場合は、市販のmicroSDカードを本機に挿入して使用します（最大16GB対応）。

m
m
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m
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m
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▲本機は全てのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。
▲microSDカード内の大切なデータはバックアップを取っておくことをお勧めします。microSD
   カード内のデータ消失およびその他の損害が発生した場合は、弊社として責任を負えません。
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強制再起動します。



吸盤付きスタンドのステーを本機裏面にあるみぞ
の上側にスライドして、固定ネジを時計回りに回し
て、根元まで締め付けてください。除いてください。

固定して
ください。

高さ調整ネジ

角度調整ネジ
固定ネジ
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高さ調整ネジを緩めると、本体の高さが調整でき
ます。
角度調整ネジを緩めると、本体の角度（向き）が調
整できます。
調整後は、確実にネジを締めて固定してください。
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6
してください。

角度調整ネジ

高さ調整ネジ

吸盤付きスタンドを吸盤トレイにしっかりと押し付
けながら、ロックレバーを奥まで下げてロックして
ください。
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固定ネジを緩め、本体を上方向にスライドして、
吸盤付きスタンドから取り外してください。

ロックレバーを上げます。

固定ネジ
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電源のON/OFF

（１）電源ボタンを長押しすると、本体に電源が入ります。

（２）オープニング画面が表示されます。

（３）オープニング画面表示後、メインメニュー画面に切り替わります。

17：50

2019/03/01
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電源のON/OFF（つづき）

テレビモードか

電源が切れる直後にすぐに電源ボタンを押しても電源が入っていないです。3秒程度経過してから
だと、電源ボタンを長く押すと電源が入ります。

始動
時は、 

か で起動します。
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タッチパネルの操作方法
画面

17：50

2019/03/01
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microSDカードの使い方（入れ方/取り外し方）

（1）
（2）

（3）
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（1） 本体に電源が入ると、オープニング画面が表示されます。

（2） オープニング画面表示後、メインメニュー画面に切り替わります。

64

1 2 3

7 85

9 17：50

2019/03/01
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各モード操作

ナビゲーションの詳細については、別冊の「ナビゲーショ
ン機能操作編」をご覧ください。

ナビ

ワンセグ放送の視聴や録画した番組の視聴が
できます。

テレビ

メインメニューに戻る場合は、左上の[ホーム]ボタンをタ
ッチします。右上の[戻る]ボタンをタッチすると、ひとつ前
の画面に戻ることができます。

り替わります。

本体設定

本体設定6

メインメニューに戻る場合は、左上の[ホーム]ボタンをタ
ッチします。右上の[戻る]ボタンをタッチすると、ひとつ前
の画面に戻ることができます。

切り替わります。

ムービー

ムービー ムービー

メインメニューに戻る場合は、左上の［ホーム］ボタン
をタッチします。右上の［戻る］ボタンをタッチすると、
ひとつ前の画面に戻ることができます。

 ミュージック

4 ミュージックをタッチすると、ミュージック画
面に切り替わります。

メインメニューに戻る場合は、左上の[ホーム]ボタンをタ
ッチします。右上の[戻る]ボタンをタッチすると、ひとつ前
の画面に戻ることができます。

切り替わります。

フォト

フォト フォト画面

WINDOW.bmp
Mushroom.JPG
Lovely bear.JPG
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各モード操作（つづき）

バーテリー

9

音量アイコンをタッチすると、サウンドの設定画面に入
ります。音量調整ができます（10段階）。
※デフォルト：10

音量

8 本機の音量を調整します。
画面設定アイコンをタッチすると、明るさの設定画面に
入ります。画面の明るさを調整できます（10段階）。
※デフォルト：10

 画面設定

7 本機の明るさを調整します。
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（2） メインメニューの[テレビ]をタッチします。

（3） コーション画面が表示されるので、[確認]をタッチします。
      [キャンセル]をタッチすると、メインメニューへ戻ります。

（1）

                      ＜ CAUTION ＞

  運転中の操作や画面注視は非常に危険です。

運転者の画面注視は道路交通法で禁止されてい

ます。

必ず、安全な場所へ停車してからご使用ください。

17：50

2019/03/01
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（４） チャンネル設定を行います。
      ワンセグ放送を視聴する際は、必ずチャンネルスキャンをしてチャンネルを設定します。スキャンをしない
      とワンセグ放送を視聴することができません。
      スキャンを行うには、ワンセグメニュー画面にある[設定]をタッチして、ワンセグ設定画面に入ります。

（５） [地域]をタッチして、視聴する地域、都道府県を順番に選択します。

（6） 視聴する地域、都道府県を選択してから[スキャン]をタッチします。
      タッチすると、自動的にチャンネルスキャンを行いますので、「スキャン完了」と表示されるまでお待ちくだ
      さい。
      ※スキャンは受信状態や環境により時間がかかる場合があります

（7） チャンネルスキャンが完了したら、[適用]をタッチしてください。
      [適用]をタッチすると、ワンセグ放送画面に切り替わります。

ヒント
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ワンセグメニュー

録画した番組を再生することができます。
（P22を参照してください）。

設定画面に切り替わります。
設定画面では、チャンネルリスト、基本設定（音声・字幕切替）、本体バージョン情報表示の確認をすることが
できます。
※音声・字幕切替は放送局データが切替可能な場合のみ適用されます。

EPG（番組表）を表示します。

音量が上がります。

音量が下がります。

音声をミュートすることができます。再度タッチするとミュート解除となります。
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microSD

microSD

ワンセグ放送の視聴再開や録画した番組再生をします。

ワンセグ放送や録画した番組再生を停止します。

ワンセグメニュー画面中に映像画面をタッチすると、映像フル画面に切り替わります。
映像フル画面中に映像画面をタッチすると、ワンセグメニュー画面に切り替わります。

映像画面

終了ボタン

ワンセグを終了し、メインメニュー画面に戻ります。
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microSD

microSDカードに録画します。

microSD
microSD

●番組録画

●録画ファイル再生
（１） 録画した番組を再生する場合は、画像Aの[ファイ
      ル表示]をタッチします。

（2） [ファイル表示]をタッチすると、画像Bの画面に
      切り替わります。
      リストから再生したい項目をタッチして[OK]をタ
      ッチすると再生されます。 画像A

画像B

画像C

画像Cの[EPG（番組表）]ボタンをタッチすると画像Dの番組表画面に切り替わります。
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ワンセグメニュー

チャンネル設定

基本設定
基本設定内では、「音声」、「字幕」の切替設定ができます。

5 4 3

画像D
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字幕表示に「無効」（オフ）と「日本語」（オン）から選択できます。

二重音声

       このボタンをタッチすると、選択できる項目が表示されます。お好みの項目を選択し、[適用]ボタンをタッ
チすると、設定した内容に切り替わります。

番組によっては、字幕放送がない場合があります。その場合は字幕を切替えることができません。

番組によっては、副音声がない場合があります。その場合は音声を切り替えることができ
ません。

情報
ワンセグTVバージョンの情報が表示されます。
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別冊の

リスト項目：リストに表示されているファイルを選択することができます。

ホームメニュー：メインメニューへ戻ります。

戻る：前画面へ戻ります。

ページ送り/戻し：リストのページ切替を行います。

決定：リスト項目で選択したファイルの再生をします。

検索：リスト項目（microSDカード内のムービーファイル）の更新を行います。

17：50

2019/03/01
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メインメニューのムービー、ミュージック、フォトアイコンをタッチすると、それぞれのメディア画面に入
ります。



ムービーリスト画面で選択再生した場合、以下の再生画面に切り替わります。

ムービー再生画面

ホームメニュー：メインメニューへ戻ります。

戻る：前画面（ムービーリスト画面）へ戻ります。

次へ：再生中、次の動画ファイル（チャプター）に切り替わります。

前へ：再生中、前の動画ファイル（チャプター）に切り替わります。

再生/一時停止：再生中の場合、再生を一時停止します。一時停止中は再生します。

停止：再生を停止します。

各操作ボタンを非表示にして、全画面に映像を表示します。

消音･音声:音声をミュートすることができます。再度タッチするとミュート解除となります。

音量調整：[+]をタッチすると音量が上がり、[-]をタッチすると、音量が下がります。

プログレスバー：再生時間をバー表示します。バーの左側に表示されている時間は再生時間、右側に表示

されている時間は再生ファイルの総時間です。

バーの任意の位置をタッチすると早戻し/早送りができます。
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00:03:05 00:04:30

MY ANGLE.mp3                  ALICE
BABY BOY.mp3                  WILL
BIG WORLD.mp3                SERENA

リスト項目：リストに表示されているファイルを選択することができます。

ホームメニュー：メインメニューへ戻ります。

戻る：前画面へ戻ります。

ページ送り/戻し：リストのページ切替を行います。

決定：リスト項目で選択したファイルの再生をします。

検索：リスト項目（microSDカード内のミュージックファイル）の更新を行います。

ミュージックリスト画面で選択再生した場合、以下の再生画面に切り替わります。

ミュージック再生画面

ホームメニュー：メインメニューへ戻ります。

戻る：前画面（ミュージックリスト画面）へ戻ります。

27
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WINDOW.bmp
Mushroom.JPG
Lovely bear.JPG

停止：再生を停止します。

再生/一時停止：再生中の場合、再生を一時停止します。一時停止中は再生します。

前へ：再生中、前の音楽ファイルに切り替わります。

次へ：再生中、次の音楽ファイルに切り替わります。

トリックプレイ：リピート/ランダムの切り替えを行います。

消音･音声:音声をミュートすることができます。再度タッチするとミュート解除となります。

音量調整：[+]をタッチすると音量が上がり、[-]をタッチすると、音量が下がります。

プログレスバー：再生時間をバー表示します。バーの左側に表示されている時間は再生時間、右側に表示

されている時間は再生ファイルの総時間です。

バーの任意の位置をタッチすると早戻し/早送りができます。

リスト項目：リストに表示されているファイルを選択することができます。

ホームメニュー：メインメニューへ戻ります。

戻る：前画面へ戻ります。

ページ送り/戻し：リストのページ切替を行います。

28
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決定：リスト項目で選択したファイルの再生をします。

検索：リスト項目（microSDカード内のフォトファイル）の更新を行います。

フォトリスト画面で選択再生した場合、以下の再生画面に切り替わります。

フォト再生画面。

前へ/次へ：前のフォトに戻るもしくは次のフォトへの切り替えができます。

拡大/縮小：再生中のフォトの拡大と縮小切り替えができます。

回転：再生中のフォトを回転させることができます。

スライドショー：全画面スライドショー再生に切り替わります。スライドショー中に画面をタッチするとスライド
ショーを終了します。

全画面表示：再生中のフォトを全画面表示させます。

オリジナル：拡大や縮小されたフォトを元のサイズに戻します。

前画面(フォトリスト画面)へ戻ります。
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本体設定画面

画面の明るさを調整できます（10段階）。※デフォルト：10

スクリーンセーバーを調整できます（無し/1分/3分/5分/7分/10分）。※デフォルト：無し

音量調整ができます（10段階）。※デフォルト：8

ナビガイド音声やメディア音量、操作音が連動します。

30
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タッチ音（操作音）のオン/オフの選択ができます。※デフォルト：オン

起動音の選択ができます。※デフォルト：オフ

タッチパネル補正
タッチパネルの操作にズレがあった場合、補正を行います。
十字マークの真ん中を2秒程度タッチすると、十字マークが移動しますので、画面の指示に従い、順番に十字マ
ークをタッチしてください。数回繰り返すと、タッチパネル補正が完了します。

本体を工場出荷時の設定に戻します。初期化を行うと、再起動を行い、タッチパネル補正画面に切り替わります。
ただし、ナビモードとテレビの設定は初期化されません。

本体の表示言語（日本語/英語）の選択ができます。※デフォルト：日本語
言語を選択した後、設定画面からメインメニュー画面へ切り替えると言語が切り替わります。ただし、ナビモードの
表示言語は切替が出来ません（日本語固定）。
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※リリース日時

※
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P63~64

原因こんなとき 対処方法

m

拡張子は「.mp3」もしくは「.wma」にな
っていますか？

拡張子は「.mpeg」、「.wmv」、「.avi」
になっていますか？

拡張子は「.jpg」、「.bmp」、「.png」にな
っていますか？

m

m m

m

m
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原因こんな時 対処方法

電源ON直後もしくはチャンネルの切替直
後ではありませんか？

自動車、電車、高圧線、ネオンサインなどか
ら電波の影響を受けていませんか？
近くにラジオ放送やアマチュア無線の送信
アンテナがありませんか？

電源ON直後もしくはチャンネル切替
直後はデータ取得のため、映像を表示
するまでの時間がかかる場合がありま
す。

アンテナを引き出してください。
チャンネルスキャンをしてください。
場所や方向により受信状態は変化し
ます。

電波の影響を受けない場所まで移動し
てください。

アンテナを伸ばしていますか？
チャンネルスキャンはしていますか？
電波の悪い場所を走行していませんか？

テレビが映らない

受信に時間がかかる

画面にブロックノイズが出る

34



再生動作が遅延する場合があります。

AVI、WMV、MPEG

※音声コーデックやフレームレート等の組み合わせにより、正しく再生できない場合があります。
※データサイズやフレームレートにより、再生動作が遅延する場合があります。
※タグデータにより、情報表示が正しくされない場合があります。
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再生動作が遅延する場合があります。
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＜メモ＞
●　SDカードによっては認識されない場合があります。その場合は、SDカードを別のSDカード
      に取り替えてください。
●　フォルダーやファイルのリスト表示順序は、ファイルのコピー方法やご使用のパソコン、アプ
      リケーションにより、期待したものとは異なる場合があります。
●　音声及び映像コーデックの組み合わせによって正しく再生できない場合があります。
●　ファイルのエンコード及びライディングソフトにより、正しく再生できない場合があります。
●　ビットレート、サンプリングレート、フレームレート等によっては正しく再生できない場合が
       あります。
●　文字コードによっては表示内容が正しく表示されない場合があります。
●　ファイルのデータサイズにより、リスト表示や再生時の動作が遅延する場合があります。
●　詳細情報表示の内容は、エンコードしたアプリケーションおよび書き込んだパソコンやアプリ
      ケーションによって正しく表示されない場合があります。
●　ファイルにタグ情報がないもしくはタグバージョンによっては、詳細情報に表示されない場合
       があります。
●　ファイルによって期待した動作にならない場合があります。
●　Windows以外のシステムでmicroSDカードへコピーしたデータは再生できない場合があります。



【内蔵バッテリー（リチウム電池）について】
・内蔵バッテリーには寿命があり、消耗品となります。
・内蔵バッテリーは消耗に伴い膨張する場合があります。これはリチウム電池の特性であり、安全上問題ありません。
・内蔵電池の膨張による故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、予めご承知ください。
なお、保証対象外のため、修理可能な場合であっても有償修理となります。
・安全のため、+60°以上では内蔵バッテリーは使用できません。

【バッテリー充電について】
本機は使用していない状態でも放電されますので、はじめてお使いになられる場合や長期間ご使用されなかった場合
は、必ず付属のシガーアダプターを車両のシガーソケットに挿し、充分に充電してからお使いください。
なお、充電時間が短い場合、電源が入らないまたは電源が入っても起動中に電源が落ちてしまう場合がありますのでご
注意ください。

※充電時間のおおよその目安は約15分となります（バッテリーの使用頻度や温度環境により誤差があります）
※　　　　　 このようなマークが表示されます。

microSD

1200mAh

MP3、WMA

JPEG、PNG、BMP

AVI、WMV、MPEG

205(W)x127(H)x22(D)mm

タッチペン × １

書明説扱取ンョシーゲビナ ・ 書明説扱取体本

-10°C   +60°C

吸盤トレイ(3M粘着シート付き)×1

ワンセグチューナー内蔵8インチポータブルナビゲーション

PNX-D819

436

37
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輸入元：株式会社イノベイティブ販売

電話・・・048-970-5027

〒343-0003 埼玉県越谷市船渡６８-８

●お問い合わせはサービスセンターへ

※電話受付時間（土日祝祭日除く）
　平日 9:00~12:00  13:00~17:00




