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アルファード・ヴェルファイア
専用モデル

NSZT-YA4T
9インチ

NSZT-Y64T
9インチ

NSZN-W64T
7インチ

NSZA-X64T
8インチ

メニューボタンから操作

主な画面の表示方法について

T-Connectをご利用いただくための主な画面の表示方法を紹介します。

ナビの種類により位置、形状が異なります。

詳細については、ナビの取扱書をご確認ください。

アル
NSZT-Y64T
9インチ

NSZA-X64T
8インチ

ルファード・ヴェルファイア
SZT-YA4T
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アル
N
9

NSZN-W64T
7インチ

NT

主な画面販売店装着オプションナビ

標準装備・メーカーオプションナビ

現在、標準装備•メーカーオプションの
T-Connectナビはありません。

T-Connect

設定画面

T-Connect

MENU画面

メニュー画面を表示するには（　　枠）

1



12015.3

「T-Connect」にタッチ

1

「オンライン」タブの

「エージェント」にタッチ

2 3

「ピッ」という音がしてマイクスイッチが

「緑色」になってから発声してください。
大きな声でゆっくり、はっきりとお話しください

エージェント（音声対話サービス）の使い方

or

「エージェント起動後」、

エージェントが問いかけします

目的地検索、情報検索、

どちらですか？

ご用件をどうぞ

ステアリングのトークスイッチ*の場合

「音声認識スイッチ」を

2秒以上押す

音声認識マイク&スイッチ
（販売店装着オプション）を装着の場合

ステアリングの「トークスイッチ」を短く押す
音声認識マイク＆スイッチを装着された場合は
トークスイッチの操作も起動は2秒長押し。

または

認識中待機中

エージェント （音声対話サービス）とは

エージェント（音声対話サービス）は、ナビに話しかけるだけでエージェントが音声で応えて目的地や情報の検索を

してくれるサービスです。目的地のセットまで全て音声で操作できるので、ドライブ中も快適便利。

エージェントの起動方法

カーナビの「MENU」ボタンを押す

＊標準装備・メーカーオプションナビおよび一部
車種にT-Connectナビ（販売店装着オプション）
を装着した場合です。詳しくはT-Connectサイト
（http://tconnect.jp）の対応車種一覧でご確認
ください。
＊トークスイッチの位置は車種により異なります。
（写真はSAIです。）
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現在地周辺の喫茶店を
お調べしました。
現在地から近い順に・・・

現在地周辺の駐車場付きの
喫茶店をお調べしました。
１番目・・・

●●● 詳細情報です。
こちらでよろしい場合は
目的地セットとお話しください。

目的地にセットして

喫茶店を探して 駐車場があるところ 2番目

2015.3

5 6 7

8

エージェントが音声読み上げ途中に画面右下の「マイクボタン」又は、「音声認識スイッチ」、

「トークスイッチ」を短押しすると、読み上げが停止し、次の依頼を発声いただけます。

※もし思うような検索ができなかった時は、オペレーターに応対を引き継ぐことができます。

.....etc

おはよう！

お腹がすいた

ありがとう

エージェントにこんな事も
話しかけてみよう！

情 報 検 索

明日の天気を
教えて

今日のニュースを
教えて

ニュースなどの情報を音声で
聞きたい

住 所 検 索

名古屋市中村区・・・

住所で探す

住所が分かる場

施 設 名 検 索

○○アウトレット

名前で探す

行き先の名前が分かる場合

さまざまな方法で目的地・情報を検索できます

こんな条件で絞り込むことができます

■ 駐車場付き  ■ 国道○号線沿い  ■ 営業中  ■ 個室あり  ■ 3000円以下 …など

他にも

音声での基本操作

最初に戻る 次（前）のページ条件リセット ページをめくる

エージェント（音声対話サービス）の使い方

ジャンル・条件検索の方法 ※検索した結果にどんどん条件を追加して絞り込むことができます。　[駐車場付き][国道○号線沿い][営業中]…など

!
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カーナビの「MENU」ボタンを押す

（標準装備・メーカーオプションナビ

の場合「情報・TC」ボタンを押す）

「T-Connect」にタッチ

（ナビにより表示されません）

21

「Apps」タブの「エージェント＋」

をタッチ

3

765

1098

エージェント（先読み情報案内サービス）の使い方

「エージェント＋」が起動します

4

「次へ」にタッチ 規約を確認し「同意する」にタッチ 先読みに必要な運転手の情報を

登録します   「次へ」にタッチ

該当する性別を選び「次へ」に

タッチ

該当する年齢を選び「次へ」に

タッチ

該当する地域を選び「次へ」に

タッチ

初回のみ以下の設定が必要です。（2回目以降不要）

アイコンが表示されていない場合は、

「Appsの使い方 アプリをインストールする」を参照して、

「エージェント＋」をインストールして下さい。
!

エージェント （先読み情報サービス）とは

エージェント（先読み情報案内サービス）とは、目的地設定をしなくても、これまでの走行履歴から行き先や経路を予測して、事故・

渋滞・天候・残燃料の案内を、ナビ画面にお知らせするサービスです。あらかじめ情報がわかっているとドライブに安心が広がります。

エージェント＋を起動する [エージェント（先読み情報サービス）はAppsアプリ「エージェント＋」を利用したサービスです。]
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「T-Connect」にタッチ

（ナビにより表示されません）

「Apps」タブの「エージェント＋」

にタッチ

「初期化」にタッチ 「はい」にタッチ「各種設定」にタッチ

該当する曜日を選び「次へ」に

タッチ

12

「現在地」ボタンを押すと、地図画

面上で必要に応じて先読み情報

案内を行います

16

内容を確認し「登録」にタッチ

15

該当するお車のタイプを選び

「次へ」にタッチ

14

321

654

「はい」にタッチ

7

「OK」にタッチ

8

13

該当する家族構成を選び「次へ」

にタッチ

エージェント＋を初期化する

11

該当する利用目的を選び「次へ」

にタッチ

エージェント（先読み情報案内サービス）の使い方

カーナビの「MENU」ボタンを押す

（または「設定・編集」ボタンを押す）
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アプリを起動する アプリを停止する

2

Apps画面の

「マイアプリ管理」をタッチ

Apps画面の

「マイアプリ管理」をタッチ
Apps画面にアイコンが表示

されるので起動したいアプリの

アイコンをタッチ

起動しているアプリの数はApps

画面の「起動中アプリ」で確認

できます
アプリは同時に３つまで起動できます

削除したいアプリの右横にある

「アンインストール」をタッチ

1

アプリをアンインストール
（削除）する

321

654

87

2

停止したいアプリの右横にある

「停止」をタッチ

1

カーナビの「MENU」ボタンを押す

（標準装備・メーカーオプションナビ

の場合「情報・TC」ボタンを押す）

「T-Connect」にタッチ

（ナビにより表示されません）

「Apps」タブの

「インストール」にタッチ

インストールしたいアプリの
リストにタッチ
接続に時間がかかる場合があります

「インストール」にタッチ「T-Connectアプリストア」に

タッチ

「はい」にタッチしインストールします
インストールに時間がかかる場合があります
（アプリは20個までインストールできます）

「ユーザID」「パスワード」の文字を

タッチし、IDとパスワードを入力し

「完了」にタッチ

アプリをインストールする

Appsのインストール方法
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カーナビの「MENU」ボタンを押す

（標準装備・メーカーオプションナビ

の場合「設定・編集」ボタンを押す）

マップオンデマンドの使い方

!

画面の「設定・編集」にタッチ

（ナビにより表示されません）

「オンライン」タブの「通信設定」に

タッチ

「契約あり」にタッチ 表示されている内容を確認し、

設定を変更する場合は「はい」に

タッチ

「カーナビ通信料定額プラン」に

タッチ

暗証番号を入力し、「完了」にタッチ

現在地画面の「地図更新」にタッチ

自動で更新する場合

※初期設定は「0000」になっています
　暗証番号は4行の数字です

2

1 32

65

7

4

お使いのスマホ／ケータイでBluetooth®（DUN）接続する

場合にはパケット定額の対象外となる場合があります。

この場合にマップオンデマンドを自動で行うと、

通信量が高額になる可能性があります。

T-Connectサイトの「T-Connectサービスの基本料金と

通信費用」をご確認の上、ご利用下さい。

地図が更新されます

（地図更新中画面が表示され

ている間は、ナビゲーションの

操作はできません）

1 3
トヨタスマートセンターに

接続し、新しい道路情報が

あると、データがダウンロード

されます

※Bluetooth®（DUN）接続で自動更新をするには以下の設定が必要です。
　（2回目以降不要）

マップオンデマンドとは

マップオンデマンドとは新しい道路情報をダウンロードしてナビの地図データを３年間無料で更新できるサービスです。

高速道路などが最短即日で反映されるので、いつでも新しい道路情報で快適なドライブをお楽しみいただけます。

2016.8



2

カーナビの「MENU」ボタンを押す

（標準装備・メーカーオプションナビ

の場合「設定・編集」ボタンを押す）

右上の「戻る」にタッチ 「オンラインタブ」の「Wi-Fi設定」

にタッチ

「通信接続機器」にタッチし、

「Wi-Fi」にタッチ

画面の「T-Connect」にタッチ

（ナビにより表示されません）

「Wi-Fi Power」にタッチ

接続先が「au Wi-Fi」になっている

ことを確認

「都道府県を選択」をタッチ 更新したい都道府県を選択し、

「開始」にタッチする

（一度に選択できるのは3つまで）

データのダウンロードが始まります

（ダウンロードが終了するまで移動

しないでください）

画面の「設定・編集」にタッチ

（ナビにより表示されません）

3

654

87

121110

「オンライン」タブの「通信設定」に

タッチ

13

マップオンデマンドの使い方

21

!

au  Wi-Fiスポットで更新する場合

「オンライン」タブの「地図更新」に

タッチ

9

❼の接続先が「au Wi-Fi」以外の場合、「利用できるネットワーク」にタッチし、「au-Wi-Fi」を2秒以上押すと、

au Wi-Fi SPOTとの接続が完了します。

ダウンロード終了後、「現在地」ボタンを押してドライブを再開してください。

地図の更新準備が終了すると音声でお知らせがあります。

「地図更新」ボタンにタッチし、更新を開始します。（10秒程度ナビがご利用できなくなります）

「地図更新」ボタンの表示は、更新するデータ量により数十時間かかる場合があります。（ナビはご利用いただけます）!

「現在地」ボタン

「地図更新」

2016.8
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オペレーターと通話してくださいオペレーターに接続します

321

54

「オンライン」タブの

「オペレーターサービス」にタッチ

オペレーターサービスの使い方

レストラン・
駐車場などのご案内

ロードアシスト24への
取り次ぎ

車両位置追跡
（マイカーsecurity）
DCMパッケージ専用

夜間・休日
診療機関のご案内

天気予報・
ニュースのご案内

エージェントからの
引き継ぎ

サービスメニュー

「T-Connect」にタッチ

（ナビにより表示されません）

オペレーターとの通話が終了

すると、自動的に回線が切断

されます

6

カーナビの「MENU」ボタンを押す

（標準装備・メーカーオプションナビ

の場合「情報・TC」ボタンを押す）

オペレーターサービスとは

365日24時間、オペレーターに口頭で情報検索や配信を依頼して、T-Connectのさまざまな情報コンテンツが利用できます。

手軽でスピーディーな検索や目的地設定が可能なエージェントに加えて、専用のオペレーターによる丁寧できめ細かい応対で、

お客さまに代わってカーナビの目的地を設定します。

※通話料はお客さま負担です。（DCMパッケージの場合、基本利用料に含まれます）

※ハンズフリー通話の設定が必要です。（DCMパッケージ除く）

ご参考

オペレーターは以下の方法からも呼び出すことができます。

2014.8

エージェント起動後、　　　　　　　　　　と発話して呼び出しオペレーター
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オペレーターサービスの使い方

手動で情報を取得する場合

オペレーターに目的地の検索やニュースの配信をおねがいした場合、

トヨタスマートセンターから情報を取得するとメッセージが表示されます

「T-Connect」にタッチ

（ナビにより表示されません）

321

4

「情報確認」にタッチカーナビの「MENU」ボタンを押す

（標準装備・メーカーオプションナビ

の場合「情報・TC」ボタンを押す）

メッセージが表示されたら

「はい」をタッチ

765

「受信一覧」をタッチ 確認したい受信内容をタッチ 音声とメッセージが表示されます

内容が表示されない場合

2014.8
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ヘルプネットセンターに車両の
位置などが送信されます

オペレーターに、状況やケガの

症状、警察・消防への通報が必要

かどうかを伝えてください

ヘルプネットセンターへ接続を

開始し、緊急通報が開始されます

通話終了後、しばらくの間は呼び

返し待機状態になります

緊急通報時には、ヘルプネットセンターの

オペレーターは、通報者の応答が取れた時に

関係機関に通報します。

「T-Connect」にタッチ

（ナビにより表示されません）

321

654

87

「HELP NET」にタッチ

ヘルプネットの使い方

必要に応じて、ヘルプネット

センターが警察または消防

に接続します

ヘルプネットの通話終了後、スマホ・ケータイ接続の場合約１０分間、

DCMパッケージの場合約３０分間はT-Connectのサービスが利用できません。
ヘルプネットセンターおよび救援機関からの電話による問い合わせに備えて待機状態になります。

!

ヘルプネットとは

ヘルプネットとは、万一の事故や急病時に専門のオペレーターに接続し、自動で送信された車両位置情報に基づいて

緊急車両を手配するサービスです。住所がわからない場合でも迅速な緊急車両の手配ができます。

カーナビの「MENU」ボタンを押す

（標準装備・メーカーオプションナビ

の場合「情報・TC」ボタンを押す）

2014.8
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「Tルート探索」にタッチ トヨタスマートセンターに接続し、

Tルート探索を行います

再探索にタッチ

画面の「設定・編集」にタッチ 「ナビ詳細設定」にタッチ

「プローブ交通情報自動取得」に

タッチ

「する」にタッチ「ルート系設定」にタッチ

目的地を探索し、目的地セットを

タッチ（目的地の設定が終了する

とルート探索が開始されます）

ルート探索終了後に表示される

全ルート図表示画面でTルートに

タッチ

1

トヨタスマートセンターに接続し

渋滞を考慮したルートを表示します

目的地設定時に手動で探索する場合

ルート案内中に手動で再探索する場合

Tルート探索を自動で探索する場合の設定方法（初回のみ）

Tルート探索の使い方

次のタイミングで自動的にTルート探索情報を取得できます。
①ルート案内開始時と、案内開始以降約20分ごと　②JCT手前や高速道路に乗る手前

2

2回目以降は

321

321

3

654

※DCMパッケージの場合、全て自動でTルート探索を行います

※

2014.8

カーナビの「MENU」ボタンを押す
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〇〇のうた

〇〇のうた〇〇のうた
〇〇のうた（カラオケver）

マルマル

マルマルノウタ

サンカク3

〇〇のうた
〇〇のうた

〇　×のうた

〇　×のうた

完了

完了

カーナビの「MENU」ボタンを押す

（標準装備・メーカーオプションナビ

の場合「設定・編集」ボタンを押す）

「設定・編集」をタッチ

21

「サウンドライブラリ編集」をタッチ

3

5 6

CDタイトル取得の使い方

「修正」をタッチ 該当するアルバムをタッチ 「TCで検索」をタッチ

アルバム名が表示されます。OK

であれば、「登録」をタッチ

タイトルを修正して「完了」をタッチ

4

8 97

CDタイトル取得とは

ナビに収録されていない新譜のタイトル情報（アルバム名・アーティスト名・ジャンル名など）を通信で取得できます。

T-ConnectナビにはGracenote®メディアデータベースがインストールされており、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。

こんな時、Gracenote®メディアデータベースをトヨタスマートセンターを通じて更新することにより、

曲名・アーティスト名等を表示することができます。

登録した画面。アルバム名を修正

する場合、「アルバム」をタッチして、

　へ。各曲名を修正する場合、

「トラック名を修正」をタッチし　 へ

修正したい曲名をタッチ 修正して、「完了」をタッチ

11 1210

トラックをタッチ

※CDの楽曲がSDカードに保存されていることが前提となります。 

9

10
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マークの意味
「情報」をタッチすると

駐車場の詳細が表示されます。

ご参考

駐車場案内の使い方

周辺検索の場合

ドライブに欠かせない駐車場の満空情報*をナビに表示します。さらに、車両サイズや24時間営業などの

こだわり条件でお客様のニーズに合った駐車場をお探しします。百貨店の提携駐車場を検索することもできます。

駐車場案内メニュー

● 周辺検索

● こだわり検索

● 絞り込み検索

● 百貨店提携駐車場検索

目的地または現在地の駐車場を検索 

事前に設定した検索範囲/車両サイズ・形状/こだわり条件で検索  

こだわり検索の条件を都度指定して検索

百貨店の提携駐車場を検索

※施設によっては満空情報が提供されない場合もあります。

「情報」

「T-Connect」にタッチ

（ナビにより表示されません）

「オンライン」タブの「駐車場案内」

をタッチ

該当地域周辺の駐車場が表示さ

れるので、ご希望の「P」マークを

タッチ

「目的地セット」をタッチすると、

目的地に設定されます

「現在地周辺」または

「目的地周辺」をタッチ

321

654

カーナビの「MENU」ボタンを押す

（標準装備・メーカーオプションナビ

の場合「情報・TC」ボタンを押す）

満車

混雑

空車

満空情報なし

車両制限の可能性あり

休止・閉鎖中

〇〇ビル
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321

54

「メニュー」をタッチ 「こだわり検索２０件」をタッチ 「設定」をタッチ

6

条件の表示内容が変更されたら、

設定完了です

この画面より「検索」をタッチすれば、

こだわり検索が指定できます

「検索範囲の設定」画面

設定内容をタッチ

それぞれの設定ボタンを

タッチして条件を設定します

車両の制限事項設定画面 優先順位の設定

タッチした順に①②③まで、優先

順位が設定されます。

事前設定

こだわり検索の場合

事前に設定した検索範囲/車両サイズ・形状/こだわり条件で検索できます。

こだわり条件は、下記の中で3つまで優先表示条件を選択できます。

駐車場案内の使い方

■ 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

現在の「こだわり検索条件」が
表示されます



2015.2 3

こだわり検索の使い方

駐車場案内の使い方

「こだわり検索」をタッチ

2

設定した条件に一致する駐車場が

表示されます

1

次回より　画面の

「こだわり検索」をタッチした場合、

設定した条件で

現在地周辺を検索します。

!

「絞り込み検索」をタッチ 検索条件にする内容にタッチして、

「レ点」をつけ、「決定」をタッチ 

絞り込み条件で抽出された結果条件の表示内容が変更されたら、

設定完了です

「現在地周辺20件」「目的地周辺

20件」などをタッチすることで、

絞り込みの検索ができます

32

54

絞込み検索の場合

「メニュー」をタッチ

1

〇〇駐車場

△△駐車場

××パーク

〇〇パーク

〇〇第２駐車場

1
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百貨店提携駐車場検索の場合

駐車場案内の使い方

「百貨店提携駐車場検索」を

タッチ

「現在地周辺百貨店」など検索し

たい場所をタッチ

駐車場が表示されます

該当する駐車場をタッチ

「地図」をタッチ検索したい百貨店をタッチ

32

654

「目的地セット」をタッチ

7

「「メニュー」をタッチ」をタッチ

1

〇〇百貨店 〇〇駐車場

△△駐車場

××パーク

〇〇パーク

〇〇第２駐車場

△△店本店

××百貨店

〇〇店本店

△△百貨店

〇〇店本店 △△駐車場
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〇〇〇コンビニ　〇〇〇店〇〇〇コンビニ　〇〇〇店〇〇〇コンビニ　〇〇〇店

〇〇〇コンビニ　〇〇〇店

愛知県名古屋市〇〇〇〇

0000000000

ご参考

〇〇〇コンビニ　〇〇〇店〇〇〇コンビニ　〇〇〇店

コンビニ〇〇〇　△△△△△△店コンビニ〇〇〇　△△△店

〇〇〇ストア　△△△△△△店〇〇〇ストア　△△△店

〇〇〇ストア　〇〇〇店〇〇〇ストア　〇〇〇店

△△△△△△コンビニ　△△△△△△店△△△コンビニ　△△△店

〇〇〇コンビニ　〇〇〇店〇〇〇コンビニ　〇〇〇店〇〇〇コンビニ　〇〇〇店

〇〇〇コンビニ　〇〇〇店

カーナビの「MENU」ボタンを押す

（標準装備・メーカーオプションナビ

の場合「情報・TC」ボタンを押す）

「目的地」をタッチ

（ナビにより表示されません）

21

「WEB」をタッチ

3

5

6

WEB検索の使い方

初めてのご利用の場合のみ、

以下の設定が必要です。

プロバイダの選択画面が表示されます。

「Yahoo！JAPAN」をタッチ

（次回からは、起動されません）

検索キーワードを入力

4

目的地がセットされました「情報」をタッチ

7

詳細情報が表示されます。「目的地

セット」をタッチ

8 9 10

WEB検索とは

ナビの目的地を「Yahoo! JAPAN」の情報*1から検索して設定することができます。

店舗の住所や電話番号などの詳細情報も確認できます。

＊1.Yahoo! JAPAN：WEBサービス by Yahoo! JAPAN

「リスト表示」の状態「検索」をタッチ 現在地周辺の該当する施設が表示

されます。ご希望の場所（数字）を

タッチ。（　　　  「リスト表示」を

タッチすると、一覧が表示されます）

ご参考



ご参考

内容を音声でご案内します
「記事を表示」をタッチすると、
内容が表示されます

記事が表示されます「今日は何の日」をタッチ

「T-Connect」にタッチ

（ナビにより表示されません）

321

654

「オンライン」タブの

「今日は何の日」をタッチ

今日は何の日の使い方

今日は何の日とは 

「今日は何の日」は株式会社日立ソリューションズが提供する百科事典検索サービス「ネットで百科」の

「今日の百科」より収録したものです。今日の歴史上の出来事や話題などをご紹介します。

「今日は何の日」
「記事を表示」

カーナビの「MENU」ボタンを押す

（標準装備・メーカーオプションナビ

の場合「情報・TC」ボタンを押す）

2015.2

音声ボタンをクリックする事で音量調節が行えます

1
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カーナビの「MENU」ボタンを押す

（標準装備・メーカーオプションナビ

の場合「情報・TC」ボタンを押す）

「T-Connect」にタッチ

（ナビにより表示されません）

21

「オンライン」タブの「ここだよメモ

リー」をタッチ

3

5 6

ここだよメモリーの使い方

「宛先」をタッチ 「設定」をタッチ 名前とEメールをタッチして、それ

ぞれ入力します

4

8 9

「決定」をタッチ 登録内容に問題ないことを確認

して「決定」をタッチ

引き続き入力する場合は、「アク

ション」をタッチ

7

「新規アドレスの登録」をタッチ

後の入力方法は、同じです

10

ここだよメモリーとは

おクルマの位置情報を、メール*で相手に送ることができます。GPSで現在位置を自動取得してくれるので、土地勘のない場所や、

分かりにくい路地にいるときでも、簡単にクルマの場所を知らせることができます。

メールアドレスの設定方法

＊事前に「ここだよメモリー」にて、メールアドレスの登録が必要です。

※位置情報は誤差があります。またGPS、ご利用の通信機器の電波状態により利用できない場合があります。
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「宛先」をタッチ
※ここで、「送信」をクリックすると 青枠 で
記載された宛先（前回設定した宛先）に、
本文なしで送信されます

送信する宛先に「レ点」をつけて、

「決定」をタッチ

本文を入力して、「完了」をタッチ 「送信」をタッチメールに文書をつける場合は、

「本文」をタッチ

321

654

送信完了です

7

「オンライン」タブの「ここだよ

メモリー」をタッチ

ここだよメモリーの使い方

ここだよメモリーの使い方

ナビの「本文」で

入力した内容

地図のURL

URLをクリックすると、

地図が表示されます

送信されたメールのイメージ




