
5インチ バイク用ポータブルナビゲーション 
RM-XR550XL

X-RIDE(エクスライド)、およびX-RIDEロゴは
株式会社アール・ダブリュー・シーの登録商標です。
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１．はじめに

2 １．はじめに

●本製品はバイク用ナビゲーションです。 バイクに装備
して使用し、GPS（グローバル・ポジショニング・システ
ム）、および詳細なマップ（地図）を含みます。 
●本製品では、液晶タッチパネルに指などで触れること
により、操作を行うことができます。
●本製品および取扱説明書は、製品改善のため予告なく変
更される場合があります。 あらかじめご了承ください。
●本説明書内のイラストおよび画面図等は開発途中の
物であり、実際と異なる場合があります。

本製品について ●本製品で使用する周辺機器は、純正品をお使いくださ
い。 純正付属品以外の機器を使用しての故障・不具合
につきましては、保証の対象外となります。
●本製品のお客様ご自身による分解・改造は行わないでく
ださい。 故障や感電の原因となるおそれがあります。
　また、これによって発生する故障・不具合につきましては、
保証の対象外となります。

●本製品の近くに金属を置かないでください。 GPSデー
タの受信に悪影響をおよぼすおそれがあります。
●本製品の近くに電磁波を生じる物を置いたり、一緒に作動
させないでください。 誤作動を起こすおそれがあります。
●電源ケーブルを接続し、エンジンを切った状態で本製品
を長く使用するとバッテリーが消耗されますのでご注意
ください（車両の故障については保証対象外となります）。
●異臭がしたり煙が出た場合などは、すぐに使用を中止し
てください。
●本製品の故障、弊社指定外の第三者による修理、その
他の理由により生じたデータの消失による損害および
逸失利益などに関し、弊社では一切その責任を負いか
ねますのでご了承ください。
●ご使用の際は、必ず取付キットのネジがしっかり締まって
いるか確認して下さい。 落下による破損・故障・事故等に
つきましては保証対象外となります。

ご使用上の注意
●本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
これによる故障は保証対象外となります。 また、スタ
ンドからの落下による破損・故障・事故等につきまして
も保証対象外となります。
●高温多湿の場所、ホコリの多い場所での使用や放置は
おやめください。 これによる故障や火災等につきまし
ては保証の対象外となります。
●本製品は防水仕様IPX6となっておりますが、水の中に
水没させたり、過度に水をかけたりしないでください。 
これによる故障や感電等につきましては保証の対象外
となります。



3 １．はじめに

ご使用前は充電を

GPS信号の受信は屋外で

ご購入時はバッテリーの充電はされていません。初めて本製
品をご使用する時は充電を行ってください。（パソコン接続充電、
もしくは電源ケーブルをバイクに接続し、エンジンをかけてご使用ください） 
充電量が十分でない場合、電源はオンになりません。

運転中の操作はおやめください
運転中の操作は重大な事故を起こすおそれがあります。
操作を行う際は一旦停車した後に行ってください。 万が
一本製品の使用時に事故があった場合でも、当社では一
切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
また、運転中は安全を確認の上、必要な場合のみ本製品
の画面表示を確認するようにしてください。

装着は確実に行ってください
本製品をバイクに装着する際は、運転に支障がなく、視界
を遮らない場所に設置して下さい。また、設置は適切な方
法で装着し、運転中に外れたりしないよう確実に装着して
下さい。 万が一本製品の落下等による事故があった場合
でも、当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご
了承ください。

GPSは、人工衛星からの信号を受信して自車位置を特
定するシステムです。 ご自宅の部屋など、屋内では信号
を受信することができませんので屋外環境にてGPS信
号の受信を行ってください。

●受信には数分～30分以上の時間がかかる場合が
あります。

●初めてのご使用時、または長期間ご使用がなかっ
た場合、受信までの時間が長くかかることがあり
ますが故障ではありません。

●人工衛星の軌道により、同じ時間帯・同じ場所で
も毎日の受信時間は異なります。

●すべての商業用目的のGPSは平均15m程の差異
が生じる事をあらかじめご理解ください。

●人工衛星からのGPS信号の強度・感度について保
証するものではありません。あらかじめご了承く
ださい。

リセットボタンについて
フリーズなど、動作が止まったり電源が入らない（切れな
い）といった場合は、本製品側面にある「リセット」ボタン
を押し、再起動してください。その後、正常に作動する場
合は故障ではありません。



4 １．はじめに

本製品のナビゲーションシステムについて
本製品のナビゲーションシステムは、株式会社ゼンリンの地図デー
タを使用したナビゲーションシステムです。
（　2016ZENRIN CO., LTD）

●収録情報について
経路探索用は、2万5千分の1地形図（国土地理院発行）上の主要な道
路において実行できます。ただし、一部の道路では探索できない場合が
あります。また、表示された道路が現場の状況から通行が困難な時があ
りますのでご注意ください。現場の状況を優先して運転してください。
交通規制は普通自動車に適用されるもののみです。また、時間・曜日
指定の一方通行が正確に反映されない場合もありますので、必ず実際
の交通規制に従って運転して下さい。
道路データは、高速・有料道路についてはおおむね2015年10月、国
道・都道府県道についてはおおむね2016年 4月までに収集された情
報に基づき製作されておりますが、表示される地図が現場の状況と異な
る場合があります。

●本製品で使用する周辺機器について、純正付属品以外の
機器を使用しての故障・不具合につきましては保証の対象
外となります。

●付属品に関しては消耗品となります。初期不良以外は保
証の対象外となります。



パッケージ内容

5 １．はじめに

⑧保証書

①RM-XR550XL 本体 ②マウント ④電源ケーブル

⑦クイックガイド

③ホールド用台座

⑤スタイラスペン ⑥USBケーブル
(本体充電用)

保証書

●本製品で使用する周辺機器は必ず純正品をお使いください。
　純正付属品以外の機器を使用しての故障・不具合につきましては保証の対象外となります。
●付属品に関しては消耗品となります。初期不良以外は保証の対象外となります。



２．製品の概略

6 ２．製品の概略

電源ボタン

ホーム

電源のオン／オフ操作を行います。

ホーム画面に戻ります。

起動アプリケーションの切り替えを
行います。タスク

指やスタイラスペン等で直接触れて
操作を行います。タッチパネル

戻る 前の画面に戻ります。

ボリュームボタン 音量の+－の調整を行います。

ネジ穴

イヤホン端子

ホールド用台座との固定用ネジ穴

カバーを開けると
イヤホン端子があります。

カバーを開けると
充電用マイクロUSB端子があります。マイクロUSB端子

microSDカードスロット

スピーカー

電源端子部 ホールド用台座にある電源端子との
接点になります。

各部の名称



３．基本的な操作

7 ３．基本的な操作

※電源ボタンを短く押すと画面OFFのモードとなります。画面を点灯させるにはもう一度短く電源ボタンを押してください。

電源オン

（１）本体上部にある『電源ボタン』を長押し（約3秒）します。
（２）起動画面が表示され、しばらくするとホーム画面が表示されます。 これで電源がオンとなります。

電源オフ

（１）電源がオンの状態で本体上部の『電源ボタン』を長押し（約３秒）すると
　　◯電源を切る
　　◯再起動
　　が表示されるので電源OFFをタッチします。
　　本体電源オフの確認メッセージの後電源がオフとなります。

3-1 電源のオン／オフ



8 ３．基本的な操作

パソコン接続による充電

バイクと電源ケーブルの接続中（エンジンをかけた状態）、
もしくは、付属のUSBケーブルを用いたパソコンとの接
続中、に充電を行うことができます。

3-2 充電する

●本製品の電源はオフに、パソコンの電源はオンにしてください。

（１）本体底部の『マイクロUSB端子　　』に、USBケーブ
ル（付属品）の小さい方の端子を接続します。

▲パソコン

USB
端子

USB
ケーブル

（3）充電が始まると本体画面の真ん中に電池マークが現
れて充電して行きます。充電マークがすべて点灯した
ら充電完了です。

本体底面

●対応ＯＳ ： Ｗｉｎｄｏｗｓ７ ／ Ｖｉｓｔａ ／ ＸＰ／ 10  
●一部のパソコンでは充電できない場合があります。

充電時間の目安 ●USB（PC）充電 約5時間（参考値）
ナビ連続使用時間 ●約5時間（内蔵充電池使用時）

※充電時間、ナビ連続使用時間はあくまで目安となります。
　環境や画面の明るさ設定・音量設定などによって変動します。

マイクロ
USB端子

※カバーを
　開きます

●この時、本製品の電源はオフにしてください。

（２）パソコンやUSB充電器に、USBケーブル（付属品）の大
きい方の端子を接続します。これで充電が開始されます。

※パソコンの電源がオンであることをご確認ください。
　オフの場合には充電されません。



9 ３． 基本的な操作

3-3 バイクへのセッティング
●マウントを取り付ける事のできるバイクのハンドルのパイプ
　径は、21.5mm～36.0mmとなります。

●運転中にマウント調節や本製品の着脱は危険ですので絶対におや
めください。マウントの位置は、視界や計器の妨げにならない場
所に装着してください。

●ご使用の際は、固定ネジ等のゆるみがないか、常に確認してください。

（1）ホールド用台座にマウントを下図のように取り付け
　　４か所をネジでしめます。

ネジで固定しますネジで固定します

固定ネジ固定ネジ

（2）上記のホール用台座を本体裏面の中央部分に
　　はめ込みます。その後固定ネジをしめます。

（3）次にバイクのハンドル部分
への取り付けを行います。
右図のようにマウント部分
の２本のネジをとり取り外
します。

（4）そしてマウントの先部分と
ネジ部分でハンドルを挟み
込みます。

（5）ネジをしめてしっかりとハ
ンドルに固定します。



10 ３．基本的な操作

●付属の電源ケーブルを使用し、バイクから電源をとる方法は車種によって異なります。バイク専門店などにご相談ください。

3-4 電源ケーブルの接続

（1）まず、電源コネクター端子をホールド用台座に
　　はめ込みます。

この製品は電源ケーブルを使用して直接バイクのバッテ
リーより電源を供給する事が出来ます。

（2）ホールド用台座からのケーブルコネクタと、電源ケー
ブルのコネクタを接続します（凹凸の溝を合わせて挿
入し、キャップを回してしっかりと締め付けます）。

キャップ

凹凸の溝を
合わせます



４．メインメニュー

4-1 メインメニュー画面

11 ４．メインメニュー

本製品では、ナビゲーション機能だけではなく、その他のアプリケーションがあります。

本製品が起動されると下記のメインメニュー画面が表示されます。

現在の時刻を表示します。電池残量を表示します。

タッチするとナビゲーションが起動します。



4-2 アプリケーションについて

■ナビゲーション

メニュー画面のアイコンにタッチする事で各アプリケーション等を起動する事が出来ます。

■WIFI
WIFI接続します。

12 ４．メインメニュー

ナビゲーション機能が開始されます。

■MUSIC
マイクロSDカードに入れた音楽データを
再生する事が出来ます。

■VIDEO
マイクロSDカードに入れたビデオを
再生する事が出来ます。

■Bluetooth
Bluetoth対応機器との接続をします。
（ヘッドセットプロファイル対応)

■説明書
説明書PDFデータを見ることが出来ます。

■設定
日付など各種の設定を行います。

※MUSIC,VIDEO対応ファイルはアンドロイドOS対応の物に準拠します。



※2　2015年10月〆データ&2016年4月までの主要道路情報収録

製品の仕様やデザイン等は品質向上のため予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。
※3　充電時間、ナビゲーション使用時間はあくまで目安となります。環境や画面の明るさ設定・音量設定などによって変動します。

※1　イヤホンは付属しません。
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RM-XR550XL
1GB（RAM） ／ 16GB（ROM）
microSDカード（32GBまで）
マイクロUSB端子／microSDカードスロット／イヤホン端子  ※1
ゼンリン全国版バイク用マップデータ（2016年春版） ※2
5インチTFT半透過型液晶（IPS） ／ 解像度1280 x 720
○
○
○（スマートホンとの同期用）
ver4.0LE
音楽再生、動画再生
内蔵リチウムイオン充電池／4500mA
最大約５時間（ナビゲーションを内蔵充電池で使用した場合） ※3
約4時間30分（1.5Aの充電器を使用した場合）
（W）151mm×（H）101mm×（D）28mm ／ 295g
バイク用マウントセット／電源ケーブル／USBケーブル／クイックガイド／保証書
取扱説明書（本体にデータで収録）

製品型番
内蔵メモリ
外部メモリ
インターフェース
マップデータ
ディスプレイ
タッチセンサー
音声案内
WIFI
ブルートゥース
その他の機能
電源／電池容量
使用時間
充電時間
サイズ／重量
付属品

■製品仕様
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