
●このカタログに記載の商品はDC12Vマイナス　アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24Ｖ車での使用はしないでください。火災の原因となります。※一部、24V対応の商品を除く。
●このカタログに記載の商品は車載用です。車載以外（レジャーボートやアウトドアなど）での使用はしないでください。火災や故障の原因となります。
●このカタログに記載の商品は車室内での使用を前提としています。車室外（２輪車など）での使用はしないでください。火災や故障の原因となります。
●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に商品の取付けと配線をしないでください。エアバッグ動作を妨げる場所に取付け・配線すると交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。
●ナビゲーションによるルート案内時も、実際の道路標識や現地の状況に従ってください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する場合や、自動車が通行不能な道・地元の
　住人しか利用できない道などを探索することがあり、交通事故の原因となります。
●走行中の運転者は、地点登録・メモリー設定などの複雑な操作をしないでください。前方不注意となり事故の原因となります。必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。また、音声での操作の際も安全には十分に注意してください。
●走行中の運転者は、モニターでの操作や画像（モニター画面等）を注視しないでください。前方不注意となり事故の原因となります。必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
●運転者がテレビやビデオを見るときは必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。テレビやビデオは安全のため走行中は表示されません。

●安全運転のため、ご使用の前に、「取扱説明書」､｢取付説明書｣と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●商品の取付け・配線には､専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店や取付業者に依頼してください。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
●モニターや各種マイク・リモコン・オプションユニット等は、運転の妨げにならない場所に設置してください。

GPS方式の注意 ●GPS衛星は米国国防総省により管理されており、国防当局の都合で故意に精度が変更されることがあります。また受信状況によっては、約200m程度の誤差が生じる場合があります。●受信場所によりGPS衛星の電波が遮られ、
受信しにくい場所、受信できない場所があります。
ナビゲーションシステム、AVシステムの注意 ●ナビゲーションシステムおよびAVシステムは、走行中、安全のため運転手がテレビやビデオを見られないように停止回路を装備しています。機器の該当端子を必ず車両側のパーキングブレーキに接続してご使用
ください。なお、安全のため走行中には一部操作できない機能があります。また、リア映像出力は走行中の運転手が見ることができるモニターへは接続しないでください。●各種リモコンは、商品のリモコン受光部に直接日光が当たっている場合など、取付車種や
取付ける位置、システムで組まれている機種によっては、動作しない場合があります。●地図データの誤りや誤ったルート案内などにより生じた金銭的損害・逸失利益などに関しましては、当社として一切責任を負いかねます。●各種データ通信サービスについて
は予告なく休止または中止する場合があります。●走行中は、連続して地図をスクロールすることや、フリーズームの操作はできません。また、細街路（100mスケール時に表示される灰色の道）も表示されません。●モニター画面の中に小さな黒い点や明るく光る
点（輝点）が出ることがあります。これは液晶モニター特有の現象で故障ではありません。
取付け上の注意 ●モニター、ナビゲーション本体、メインユニット、オプションユニット、アンテナ、スピーカー、取付キット等（以下機器）は車種によっては取付けできない場合があります。購入前に販売店にご相談ください。●一部車両のガラスの種類によって
は、TV電波、FM VICS電波、ＧＰＳ電波、ビーコン電波、ＥＴＣ電波等を車室内で受信できない場合があります。●運転や安全装置の妨げになる場所や水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に機器を設置しないでください。事故、火災、感電、故障などの原
因となることがあります。●機器を車両の電源に接続する場合、「取付説明書」、「取扱説明書」等に従ってシステムに必要な電流容量、耐熱性、耐候性があるヒューズつきの車両用電源をご使用ください。車両用以外の電源ケーブルの使用は火災や故障の
原因となることがありますので使用しないでください。●機器の取付けは、商品付属の「取付説明書」等により正しく配線してください。正しい接続で使用しなかったり、お客様の改造により発生した故障や事故については、当社として一切責任を負いかねます。

●iPod、iPhoneおよびiTunesは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。●iPod、iTunesは米国および
その他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、iPod,iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを
示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。●DTS、                   および        は米国Digital Theater Systems,Inc.の登録商標です。●｢Gracenote｣は米国グレースノート社の登録
商標です。｢Gracenote｣のロゴおよびロゴタイプは米国グレースノート社の商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号     およびAACロゴ     はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●　　   は、財団法人道路交通情報通信システムセンター
の登録商標です。●スマートループ渋滞情報™およびリアルタイムプローブ™はパイオニア株式会社の登録商標です。●ETCは財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。●Bluetooth®およびBluetoothロゴは米国
BluetoothSIG,Incの登録商標です。●Entier(エンティア)は、株式会社 日立製作所の日本国およびその他の国における商標です。●当製品には、イーソル株式会社　　　のPrKERNELv4、PrFILE2、SD Memory Card Driver、PrUSB/Deviceが搭載
されています。●　 歌詞表示機能は（株）シンクパワーのプチリリ機能を利用しています。●その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。●カタログ掲載の商品は、国内民生用として開発製造されたものです。●ナビゲーション本体、
メインユニット本体、スピーカーなどには保証書を添付しています(ただし、保証書付と記載されているものに限る)。お買い求めの際は購入年月日など、所定事項が記入されているかご確認の上、大切に保管してください。●当社のカーエレクトロニクス関係
本体の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。●カタログに記載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。また、各ユニットの画面写真ならびに表示は、別売オプションを接続している場合があります。●商
品の希望小売価格(税別)およびシステム価格(税別)には取付費などは含まれません。取付けや脱着に関する費用は販売店でご確認ください。●修理・点検時の脱着費用の負担、及び脱着作業は承っておりません（保証期間内含む）。販売店、または
取付店にご相談ください。●カタログに掲載の商品写真、取付例およびビジュアル等はすべてカタログ表現上のイメージです。写真の色(製品ボディ、およびイルミネーション等)は、印刷インキや撮影条件などにより、実際の色と異なって見える場合があり
ます。●各画面写真はハメコミ合成で、色および仕様等は実際と異なる場合があります。また、画面内の表記は機能を紹介するために用いた架空のものです。●カタログの内容のお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわ
かりにならない場合は、弊社カスタマーサポートセンターにおたずねください。●ハガキによるカタログのご請求は希望商品名をご記入の上、〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8文京グリーンコート パイオニアカスタマーサポートセンターへ。また、
ホームページでもカタログ請求を実施しています。

カロッツェリアはサポートします。
〈お客様登録について〉

当社ではお客様にご満足いただける商品づくりと、商品を末永くご愛用いただくため、
サイバーナビ、楽ナビ、オーディオでインターネットによるお客様登録を実施させてい
ただいている商品がございます。ご登録いただいた商品に関する重要なお知らせを
ご案内する場合がありますので、お手数ですが該当商品につきましては必ずご登録手
続きを行ってくださいますようお願い致します。なお詳細につきましては商品同梱の

「お客様登録のお願い」用紙をお読みください。

パイオニアグループは環境に配慮した商品づくりをめざします。

正しい取付け  
正しい操作で

安全運転

パイオニア株式会社および国内関連会社は、
ISO14001:2004の統合認証を取得しています。

〈グリーン購入法とは〉
正式名：「国などによる
環 境 物 品 等 の 調 達 の
推進等に関する法律」

この法律は、国等の機関や地方公共
団体、事業者、国民のそれぞれに、
環境に配慮した商品の購入を推進
するように定めたものです。

©2016 INCREMENT P CORPORATION 制作：パイオニア株式会社/インクリメントP株式会社

このカタログの商品情報等の記載内容は2017年3月現在のものです。
このカタログに掲載の取付情報は、特に記載のない場合、

2017年3月現在のものです。
2017年4月印刷F（品番ZCS443C）
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取扱店

●DVDのご使用について　＊ディスクによっては、DVD-R/RWがご使用になれない場合があります。また、一部のディスクで再生できない場合があります。＊DVDプレーヤー、およびディスクには発売地域ごとに再生可能地域番号（リージョンNo.）が設けられ
ており、再生するディスクに記載されている番号に、プレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。カタログに掲載のDVD-VIDEO再生可能機種の再生可能地域番号は2番です。これらの機種はNTSC方式に適合しています。ディスクや
パッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。
●CD-R/RWのご使用について　＊カタログに掲載のCD再生可能機種では音楽CD、CD-R/RWをお楽しみいただくことができます。ただし8cmCDには対応していません。＊CD-RWはローディングから再生が始まるまで、通常のCDやCD-Rと比較して時間がかかります。
●DVD-R/RW、CD-R/RWのその他について　＊「WMA」、「MP3」、「AAC」、「WAV」、「JPEG」のアイコンが記載されている機種は、該当するフォーマットで記録されたディスクも再生できます。著作権保護されたファイルは再生できません。＊ディスク
のレーベル面や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。＊ディスクをお取り扱いになる際は、ディスクの使用上の注意書きをよくお読みください。＊ファイナライズしていないディスクは再生できません。＊ディスクの特性・傷・汚れ、またはピック
アップレンズの汚れ・結露などにより、再生できない場合があります。＊パソコン（PC）で記録したディスクは、正しいフォーマットで記録されたものは再生できますが、アプリケーションソフトの設定や環境などによっては再生できない場合があります（詳細に
ついてはアプリケーションソフト発売元にお問い合わせください）。※カタログ掲載のDVD再生可能機種ではお客様がビデオモード（DVD-videoフォーマット）で記録されたDVD-R/RWは再生が可能です。VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)で記録
されたDVD-R/RWは 　 マークが記載されている機種のみ再生が可能です。
●ハイビジョン画質（AVCHD規格、AVCREC規格）で記録されたディスクについて　＊カロッツェリアのDVDプレーヤー（カーナビ含む）ではAVCHD規格、AVCREC規格に非対応のため再生できません。ディスクの取り出しができなくなる場合があります
ので、AVCHD規格、AVCREC規格で記録されたディスクは入れないでください。
●コピーコントロールCDについて　＊「コピーコントロールCD」と呼ばれる音楽ディスクは、正式な音楽CD規格に準拠しない特殊ディスクであり、当社商品における再生につきまして、動作や音質の保証は致しかねます。
●DualDiscの再生について　＊ディスクに傷がつく場合や、ディスクを取り出せないといった不具合が起こる可能性がありますので「DualDisc」はご使用にならないでください。
詳細については弊社ホームページ（http://pioneer.jp/support/oshirase_etc/dualdisc/）をご覧ください。
■あなたが録音物、その他から録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器には、著作権法の定めにより私的録音補償金が含まれております。＜お問い合わせ先：社団法人 私的録音
補償金管理協会 電話03-3261-3444（代）＞●弊社製品以外の機器（携帯電話等）と接続（有線、無線問わず）した場合、正常に操作、動作、表示などができない場合があります。また、正常に操作、動作、表示などができた場合でも、接続機器のアップデート等
によりできなくなる場合があります。

地図データについて 
●日本測地系に対応しています。●高速道路（有料道路含む）料金表データは［900系：2015年12月］、［700系：2016年8月］に道路管理者から受領した軽自動車・中型自動車・普通自動車の料金情報に基づき作成。●一般財団法人日本デジタル
道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベース（©2009-2015一般財団法人日本デジタル道路地図協会［900系：2015年3月］［700系：2016年3月］発行）に基づき作成。●タウンページデータ：NTTタウンページ株式会社による［900系：
2015年9月］、［700系：2016年3月］号データに基づき作成。局番変更については、［900系：2016年4月1日変更分まで対応（2015年11月調査時点で情報を取得できたもののみ）］、［700系：2016年10月1日変更分まで対応（2016年5月調査
時点で情報を取得できたもののみ）］。●訪問宅（個人宅）電話番号データは、日本ソフト販売（株）の［900系：2015年9月］、［700系：2016年3月］のデータに基づき作成。●通行規制データは、［900系：2015年9月］、［700系：2016年3月］までの独自
調査結果、及び、警察庁交通規制情報管理システム出力データの情報に基づき作成。●市区町村合併については、［900系：2016年4月1日（但し、2015年10月時点で取得できた情報に限る）］、［700系：2016年10月10日（但し、2016年4月時点で
取得できた情報に限る）］施行分まで対応する。※ここに記載のない、交差点名称、高速道路施設名称、方面看板、レーン情報等は、一部収録されていない場合や、実際の表記と異なる場合があります。また、収録データが異なるため、必ずしも同時
に表示されません。※高速道路（有料道路含む）の料金案内は、一部の有料道路や変則的な料金体系の高速道路・有料道路には対応していない場合があります。

お客様サポート

http：//pioneer.jp/support/
 （カタログ、取扱説明書情報のご案内）

●カーオーディオ／
　カーナビゲーション商品

●FAX受付：

■カスタマーサポートセンター

〈ご注意〉「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからはご使用に
なれません。ナビダイヤルは、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。
また一部のIP電話などからはご使用になれません。あらかじめご了承ください。
●受付時間/月曜～金曜9：30～18：00 土曜9：30～12：00、13：00～17：00（日曜・祝日・弊社休業日除く）

0570-037-602（有料）

050-3820-7540（有料）
0570-037-600（有料）
0120-944-111（無料）

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求は
下記のカスタマーサポートセンターへお電話でどうぞ（全国共通）

【固定電話からのご利用は】

上記の電話番号がご利用いただけない場合

【携帯電話・PHSからのご利用は】
【 ナ ビ ダ イ ヤ ル 】

【 ナ ビ ダ イ ヤ ル 】

●サイバーナビ：
　オーナーズリンク登録相談、
　パソコンでの
　ダウンロード相談

050-3820-7541（有料）
0570-037-601（有料）
0120-702-383（無料）【固定電話からのご利用は】

上記の電話番号がご利用いただけない場合

【携帯電話・PHSからのご利用は】
【 ナ ビ ダ イ ヤ ル 】

カタログに掲載の情報は適宜更新される情報があります。
最新の情報はこちらからご確認ください。

carrozzeria.jp/cyber-info

サイバーナビカタログ ’17 Vol.2



ドライバーを導く星であるために。 何もないところから、手探りで始まった。

想い描いた夢の実現に向けて、一つ一つを形にしながら、

四半世紀を走り続けた。

時代は変わり、ドライブを取り巻く環境も変わった。

しかし、カロッツェリアのカーナビにかける想いは変わらない。

クルマに乗る人と、そこで過ごす時間を大切にしたい。

クルマを単なる移動手段にしないためにできること。

それは、より一層輝き続けること。

理想のカーライフへ辿り着くまで、誰ひとり迷わせない。



詳しくはP.19-20

使用期間が3年に満たない場合でも「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系」は2020年4月末で、「AVIC-CE900系」は2020年10月末で終了となります。
＞＞ 詳しくはP.18をご覧ください。

8V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP
AV一体型メモリーナビゲーション マルチドライブアシストユニットセット

AVIC-CL900-M  

8V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP
AV一体型メモリーナビゲーション

AVIC-CL900  

LS（ラージサイズ） メインユニット
7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP
AV一体型メモリーナビゲーション マルチドライブアシストユニットセット 

AVIC-CW900-M 

7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP
AV一体型メモリーナビゲーション 

AVIC-CW900

200mmワイドメインユニット7V型
7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP
AV一体型メモリーナビゲーション マルチドライブアシストユニットセット

AVIC-CZ900-M

7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP
AV一体型メモリーナビゲーション 

AVIC-CZ900

2D（180mm）メインユニット7V型8V型

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

オープン価格＊

車種専用モデル10V型

MAユニット同梱

スマートコマンダー同梱

通信モジュール同梱

フロアカメラ対応

MAユニット対応

スマートコマンダー同梱

通信モジュール対応

フロアカメラ対応

MAユニット同梱

スマートコマンダー同梱

通信モジュール同梱

フロアカメラ対応

MAユニット対応

スマートコマンダー同梱

通信モジュール対応

フロアカメラ対応

MAユニット同梱

スマートコマンダー同梱

通信モジュール同梱

フロアカメラ対応

MAユニット対応

スマートコマンダー同梱

通信モジュール対応

フロアカメラ対応

バージョンアップ最大3年間分付
（AVIC-CW700/CZ700は除く）

※電源ケーブルが付属されておりません。
　車両への取付けには別売の取付キット等が必要になります。（P.25参照）

※電源ケーブルが付属されておりません。
　車両への取付けには別売の取付キット等が必要になります。（P.25参照）

※電源ケーブルが付属されておりません。
　車両への取付けには別売の取付キット等が必要になります。（P.25参照）

※電源ケーブルが付属されておりません。
　車両への取付けには別売の取付キット等が必要になります。（P.25参照）

7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/SD/チューナー･DSP
AV一体型メモリーナビゲーション 

AVIC-CW700

200mmワイドメインユニット7V型

オープン価格＊

MAユニット対応 フロアカメラ対応通信モジュール対応

※電源ケーブルが付属されておりません。
　車両への取付けには別売の取付キット等が必要になります。（P.25参照）

※「AVIC-CW700/CZ700」のバージョンアップは、2017年冬頃にSD更新版（有償）にて対応予定です。

MAユニット対応 フロアカメラ対応通信モジュール対応

7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/SD/チューナー･DSP
AV一体型メモリーナビゲーション 

AVIC-CZ700

2D（180mm）メインユニット7V型

オープン価格＊

未体験のドライブへ導く先進カーナビのエントリーモデル。

※対応するデータ通信専用通信モジュールは「ND-DC2」となります。
■各ページの機能説明において「AVIC-CW700/CZ700」では非対応または非搭載の項目があります。
　詳しくは、各ページおよびP.26～28をご覧ください。

新、サイバーナビ
始動。

待っているのは、進化の枠を超えた未来。

最先端テクノロジーの粋を集め、情報ネットワークと高次元で融合。

そのすべてを纏ったサイバーナビは、単なる進化にはとどまらない。

未来を見据えて、カーナビの歴史にまた新たな時代を刻む。

細部まで革新したユーザーインターフェース

a b i l i t y

01

基本能力を超え先進価値をもたらすナビ能力

a b i l i t y

02

理想のエンタテインメント空間を創造するAV能力

a b i l i t y

03

常にクルマを見守り安心を支えるドライブサポート

a b i l i t y

04



a b i l i t y

01

USER  INTERFACE

それは、ドライバーの意志と呼応する。

洗練された操作性で操る人を魅了し、カーナビのユーザーインターフェースの概念を革新的に変える。
フリックによる滑らかなメニュー切換えやタップで様々な機能を直接呼び出せるアクセス性と、
分かりやすい新デザインが相まってストレスのないドライブをもたらします。
走行中だからこそ、さらなる安全・確実を求めてデザインから
操作性に至るまで、そのすべてを一新。
操ることと情報ネットワークの融合が、ドライバーの意志に応える
先進のユーザーインターフェースを実現しました。

革新的ユーザーインターフェースの
快適さと滑らかさを動画で確認

普段よく使う機能を、走行中でも簡単・確実に手元でコントロール。
Bluetooth ® Smartの採用により、カーナビ本体から離れた車室内の
どこからでもサイバーナビを操ることが可能。
さらに、スマートフォンに専用アプリ「リアスマートコマンダー」をインストールすれば、
リアモニター接続時の映像切換えなどサイバーナビの基本操作を
直接後席から行うことができます。

EASY CONTROLス
マ
ー
ト
コ
マ
ン
ダ
ー

新たに搭載した新エンジンの圧倒的な処理能力が複雑な描画も軽やかに行い、
画面切換えも滑らかな上質さを実現。画面に触れた瞬間の心地よさは、
美しく仕上げられた地図と革新のユーザーインターフェースで、
抜群の使い心地と操る楽しさをも演出します。

RESPONSE&DRAWING ABILIT Y高
速
レ
ス
ポ
ン
ス

ネットワークの持つ無限の可能性をパイオニア独自の「スマートループ」が昇華させ、
時々刻々と変化する周囲の状況を常に把握。
数多くある情報の中から今必要なリアルタイム情報を選別し、
ユーザーが自らアクションを起こすことなく次 と々画面に自動通知し、読み上げまでも行います。
さらに、その先にある詳細な情報にもワンタッチでアクセスできます。

LIVE INFO.ラ
イ
ブ
イ
ン
フ
ォ

AVIC-CW700/CZ700は非対応です。
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02NAVIGATION
カーナビの根幹である基本性能の飛躍的な進化で、
サイバーナビは誰も辿り着いていない新たな扉を開けた。
カーナビの使命はドライバーを迷わせることなく確実に目的地に案内すること。
より美しい「地図表示」、極限まで追求した「自車位置精度」、
ネットワークを駆使する革新的「ルート探索」により、
ナビ機能とネットワークの密接な関係を構築するという新しい発想で、
想像を遙かに超えた数々の先進価値を提供。
この卓越したナビ能力は、もはや基本能力を超え未来に通ずる先進をもたらします。

誰も見たことのない、未知の領域へ。

ナビ能力の精密さを動画で確認

クルマの中での見やすさ分かりやすさなど、長年培ったノウハウを基にさらなる美しさを追求し、
洗練された新世代の地図デザインを採用。
クルマ最適の「カーナビ地図」を目指し、詳細なデザインを一から描き起こすことで理想の地図が完成。
従来比、約70倍の色階調表現が可能な新液晶パネルを採用することにより、
その地図をより一層際立たせ、瞬時の見やすさと繊細な美しさを実現しています。

MAP地
図
表
示

自車位置を割り出すための演算のみに使う専用CHIPを
中枢として開発された新精度専用システムを搭載。
超高精度でかつてない正確な自車位置精度を実現し、
複雑なジャンクションやGPSが届きにくい場所でも
極めて精密に地図上をトレースします。

VEHICLE POSITION自
車
位
置
精
度

カーナビ本体ではなし得ない複雑な計算を、スマートループ上で高度に演算。
リアルタイムな交通情報と過去から蓄積した膨大なプローブデータを使い、
高度なアルゴリズムを駆使することで、これまで探索できなかったルートを提案。
「時間」「距離」「料金」を掛け合わせたルートの概念が加わり、
「効率」という領域を手に入れた。
最適なルートと時間ごとに変わる道路料金まで正確に反映し提案することで、
ドライバーは幅広い選択肢から状況に応じたルートを選択することが可能になります。

ROUTEス
ー
パ
ー
ル
ー
ト
探
索

［スーパールート探索］：本体のバージョンによってプログラムアップデートが必要となります。
プログラムアップデートについて詳しくは、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。
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03

AUDIO&VISUAL

ひとつの街を訪れるたびに気に入った音楽と出会う。
次々と新たな音楽との出会いを提供し続ける、スマホを使った最新の
音楽ストリーミング機能「ミュージッククルーズチャンネル」。
スマートフォンに専用アプリ「ミュージッククルーズチャンネル2」を
インストールすることで、気分や好みに合ったチャンネルを選んで
楽曲を楽しむことができます。さらに時間やドライブ中の場所に
マッチした楽曲の自動レコメンド機能も搭載し、ドライブの楽しさは限りなく拡がっていきます。

MUSIC CRUISE CHANNELミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク

ク
ル
ー
ズ
チ
ャ
ン
ネ
ル

前席だけでなく後席を含めたエンタテインメントまで充実する、総合エンタテインメント空間を創造。
リアモニターを装着することで「リアクルーズモード」による多彩なソースの画面をリアモニターに表示。
前席／後席で別々にAVソースを再生したりと、
シーンに応じた使い方でクルマに乗る人すべてがドライブを楽しむことができます。

REAR ENTERTAINMENTリ
ア
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト

先進のAV能力とは、高音質はもちろんクルマでの
音楽の楽しみ方を広げるエンタテインメント性も併せ持つ。
それは、徹底した高音質再生へのこだわりに加え、
音楽の楽しみ方を画期的に広げる音楽ストリーミングの世界、
さらには同乗者の気持ちをも満たすリアエンタテインメントの世界。
そのすべてをサイバーナビが実現し、クルマは理想のAV空間へ変貌する。

そして、新しいエンタテインメントが生まれる。

AV能力の楽しさを
動画で確認

HIGH QUALITY DESIGN & PARTS高
音
質
設
計
／

高
音
質
パ
ー
ツ

カロッツェリア　で培ったノウハウを惜しみなく投入し、構造レイアウトや基板のパターン設計、
パーツの組み合わせまでのすべてを再構築。ノイズの徹底的な除去と電源部の強化を目指し、
メカモジュール、ナビゲーション基板、オーディオ基板の完全独立構造や、こだわり抜いた
高音質パーツの採用と徹底したチューニングなど、デジタル・アナログ技術のすべてを用いて、
オーディオ信号を余すことなく伝送し原音に忠実で精美なサウンドを響かせます。
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04DRIVE  SUPPORT
ドライブサポートの
先進的なイメージを確認

カーナビ本体による安心・安全への配慮はもちろん、「ドライブ中のリスクを近づけない」という発想のもと、
ドライバーに先進の運転支援という価値を提供。高度なセンシング技術を駆使し、走行中や駐車中にかかわらず
クルマと人をネットワークでつなぐことにより、いつでも見守られているという安心感と先進技術を用いた
トータルリスクマネジメントの世界を実現しています。

24時間、見守られ続ける安心。

駐車中や夜間などクルマから離れているとき、振動などを検知すると自動で撮影を行う「セキュリティ録画/撮影」と
撮影された静止画をメール送信する「セキュリティインフォ」機能により、
速やかに情報を得ることで、さらなるリスクの拡大を抑制することができます。
一方、乗車中にクルマに衝撃などの異常を検知した場合も自動で撮影し、
その後ドライバーの意思が確認できない場合は、日時や位置情報と共に撮影された静止画を、
登録しているメールアドレスへ自動送信する「アクシデントインフォ」機能を搭載。
家族や知人が直ぐに状況を確認でき、素早い対応が可能となります。

※「セキュリティインフォ」機能は、「AVIC-CL900/CW900/CZ900/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/
　CE900ES/CE900ST/CW700/CZ700」では別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」もあわせて必要となります。

LIVE CAR SECURITY & ACCIDENT INFO.ラ
イ
ブ
カ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
／

ア
ク
シ
デ
ン
ト
イ
ン
フ
ォ

昼間はもちろん夜間でも前方車両のナンバープレートまで鮮明に映し出す
高性能フロントカメラで、ドライブ中の映像を連続録画。
走行中に衝撃を検知した場合は映像を専用フォルダーに保存するので、
あとで簡単に取り出して確認することが可能。さらに気に入った風景を
静止画で撮影し、ワンタッチでスマホに転送することができます。
ただ記録するだけでない、ドライブ中のできごとをその場でスマホから
SNSにアップしシェアするなど、“一歩先”の楽しみ方まで提案します。

DRIVE RECORDERド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー

マルチドライブアシストユニット

先進技術の粋を集めた独自の画像認識技術がより高度化。
高性能カメラで捉えた映像をマルチドライブアシストユニット「MAユニット」が画像認識・解析を行い、
周囲の様々なリスクと状況の変化を検知し、AR表示や効果音で通知・警告。
ドライブ中の様々なリスクからドライバーを未然に守ります。

SAFETY安
全
運
転
支
援

ND-MA1
オープン価格＊

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

■P11,12,15,17およびその他のページに記載の「ドライブサポート」関連機能は、
同梱または別売のマルチドライブアシストユニット「ND-MA1」の接続が必要となります。
■マルチドライブアシストユニット「ND-MA1」の接続には、
別売オプションが必要になる場合があります。詳しくは、P.23をご覧ください。
■AVIC-CL900-M/CW900-M/CZ900-M/CE900AL-M/CE900VE-M/CE900VO-M/
CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-Mには、マルチドライブアシストユニット「MAユニット」
相当品を同梱しています。

－ 本カタログに掲載のドライブサポート機能について －
マルチドライブアシストユニット(同梱または別売)の各種ドライブサポート機能は、ドライバーの認知・判断を補助し、主に運転負荷軽減を目的とした予防安全機能です。わき見運転やながら運転などによるドライバーの前方
不注意を防止する機能ではありません。また、各種ドライブサポート機能はあらゆる状況で正確に動作するものではなく誤認識する場合があります。検知機能や警告機能が動作した際は前方や周囲の状況を確認の上、ドライ
バーの判断でブレーキを踏む等の適切な運転操作をしてください。本機の動作の有無にかかわらず発生した被害、損害に対して当社は責任を負いかねます。



これまで、長年に渡るカーナビ開発で積み重ねてきた自車
位置精度に関する技術の全てを注ぎ込み、新「6軸3D
ハイブリッドセンサー」を搭載。車両の挙動を「上下」

「左右」「回転」方向の加速度・角速度の合計6軸
で検知・演算し、地図上を正確無比で極めて
誤差の少ないトレースを行います。さらに
一新された地図データの精緻化も
相まって、案内タイミングの最適化
にも貢献しています。

すべてに想いが巡らされ、
一新されたサイバーナビの多彩な能力。

ナビゲーションを駆動させるメインCPUとは別に、
自車位置精度専用システムを搭載。各種センサー
や地図情報から得る幅広く緻密なデータ、「マルチ
フィールドマップマッチング」「傾斜旋回補正アルゴ
リズム」などの高度な技術で演算処理し、かつて
ない正確な自車位置を表示し続けます。

「GPS、みちびき※3、グロナス、SBAS※4」など
各国の衛星や補正データに対応。受信した全て
の衛星データを同時に演算することで、時間や
場所に影響されない高精度で安定した自車
位置精度を実現。またGPSの受信感度と捕捉
スピードの向上により、電波が届かない場所を
出た後もすぐに正確な自車位置を表示します。

高性能を手元でスマートに操る。

「誰もが見やすい」を追求し、美しさも両立した地図表示。

知りたいことが瞬時にわかる地図を目指し、従来よりもさらに詳細な情報を
描画可能な新地図フォーマットを採用。高精細液晶モニターの搭載により、
中間色の採用やコントラストなどの精緻な処理も行うことで、これまでのカー
ナビの地図を超えた美しさまでも表現しています。

操作を楽しさに変える、圧倒的快適性。ユーザーインターフェース

新世代の地図デザインと高度な技術で、よりスムーズに導く。 ナビ能力

ユーザーインターフェース／ナビ能力

革新的な使いやすさを、クルマ最適に。

検索もよりすばやく的確に。

静電容量方式の高精細液晶パネルの採用により、自在に地図表示を操れるマルチウェイスクロールが進化。ドライバーのイメージそのままに画面を操作
できるフリックやドラッグを始め、ピンチイン／ピンチアウトによる細かなスケールチェンジ、タップによる広域／詳細の切換えにまで対応しています。

補正情報を
アップ

補正情報

GPSデータ
GPSデータを元に補正情報を生成

GPSデータ
GPSデータ

GPSデータ

「スマートコマンダー」、「リアスマートコマンダーアプリ」で採用のBluetooth® Smartを始め、
スマートフォンの通信環境を最大活用するためにWi-Fiモジュール、Bluetooth®モジュールを搭載。
様々なリアルタイム情報へのアクセスとスマートフォンとカーナビ間のデータ通信を実現します。

各種通信方式の採用により、
様々な機能に応じたデータ通信を実現。

隅 ま々でクルマ最適に作り込まれたユーザーインター
フェースのすべては弊社ホームページをご覧ください。

スマートフォンで
すぐにチェック

PC版は
こちら carrozzeria.jp/cyber-uiジャンル検索や住所検索で目的の項目

を探す時など、インデックスをドラッグで
上下させることができ、指を置くだけで
文字送りキーも表示され自然な流れで
目当ての項目を見つけられます。

［インデックスサーチ］

ドライブ中、瞬時に確認したい「有料道／一般道ルート切
換」など「スマートコマンダー」でのみ操作可能な機能を
備え、安心のドライブをサポート。手元に設置することで、
運転姿勢を崩さずよく使うナビ／AV機能を「回す」「押す」

「傾ける」といったシンプルな動作で操作可能。手元を見ず
に簡単に操れ、操作の安心だけでなく、心のゆとりも生まれ
ます。車種専用やフリースペース取付用のスマートコマンダー
ホルダー(別売)※2を使用すれば、インテリアにも美しく調和させ
ながら設置できます。 ［スマートコマンダー］

自車位置精度を極限まで高める「アドバンスドIQ高精度」。中田ヤスタカ氏（CAPSULE）が制作を担当した効果音を、
カーナビ起動音をはじめとする各種効果音等に採用。

ライブインフォメニュー AVメニュー ナビメニュー

ノーマルビュー スカイビュー ツインビュー

AVサイドビュー ハイウェイモード

詳細市街地図 夜間モード

リアルタイムな情報通知や自在な設定メニューで、かつてない快適さへ。

地図のビュー切換えやルートの確認、さらに「よく行くラン
キング」などよく使う機能は画面上部からドラッグで引出す
ことのできる設定パネルから簡単に呼び出せます。マルチ
レイヤマップの設定画面では、表示する「ロゴマーク」の
ON／OFFだけでなく、効果音のON／OFF(「ヒヤリハット
地点案内」「オービス情報※1」「一時停止地点案内」の
3種類)も選べ、スムーズに設定変更が可能です。

［インスタントメニュー］

「ロゴマーク」や「駐車場(満空情報含む)」、
さらには「冠水注意地点」や「一時停止マーク」
などの安全運転情報から、任意の情報だけ
を地図に重ねて表示することが可能。表示し
たい情 報は、インスタントメニューで手 軽に
設定できます。

［マルチレイヤマップ］

ドライブ中の様々な状況変化に合わせて、渋滞
情報や規制情報などリアルタイムな情報が画面
上に自動で割り込み表示され、ワンタッチで詳細
情報にもアクセス可能。画面への割り込み表示
後には自動で音声読み上げも行い、視線をそら
して画面を見ることなく安心して情報を得ること
ができます。

［ライブインフォ］

ロゴマーク
表示例

駐車場満空情報
表示例

メニュー画面は、「HOMEメニュー」「ナビメニュー」「AVメニュー」「ライブインフォメニュー」
で構成され、新デザインの画期的なメニュー構造はフリック操作で簡単に切換えられ、階層
深く探すことなく目的の機能に素早くたどり着きます。「HOMEメニュー」に配置するアイコン
は、ナビメニューやAVメニューから自由に選ぶことができ、自分だけのカスタマイズされた

「HOMEメニュー」を構成することが可能。背景に流れるアニメーションや再生されている
楽曲にあわせたスペアナ表示などの動きにより先進性を演出します。

細部まで洗練された、魅せるメニュー画面。

美しく、流れるように滑らかに。
透過性が高い液晶モニターに、すべての情報をクリアに表示。メニュー画面の遷移や
地図スクロール、走行中の地図上に表示される自車位置マークの動きまで、美しく
デザインされた表示のすべてが滑らかな描画により、軽快さと上質さを感じさせます。

■各機能ならびに仕様については、必ず各機能紹介ページやP.26～28の本文および注釈をご参照ください。■注意事項に関しては裏表紙の「安全に関するご注意」
等をご覧ください。■画面などの表示や写真、風景はハメコミ合成でイメージです。■色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた
場合の表示もあります。※1 オービス情報インストール時にメニュー表示されます。※2 詳しくは、P.25または弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。
※3 現在、受信できる時間帯には制限があります。※4 「SBAS」はsatellite-based augmentation system（静止衛星型衛星航法補強システム ）の略称です。

AVIC-CW700/CZ700は対応していません。

AVIC-CW700/CZ700は一部対応していない機能があります。
詳細については、P.26～28をご覧ください。

700系非対応

700系一部非対応

700系非対応

700系一部非対応
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■各機能ならびに仕様については、必ず各機能紹介ページやP.26～28の本文および注釈をご参照ください。■注意事項に関しては裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。 ■画面などの表示や写真、風景はハメコミ合成
でイメージです。■色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。■replayⓇの登録にはクラブレコチョクへの入会と、クレジットカード情報の登録が必要です。対象機種を複数台
お使いの場合は、各々クラブレコチョクへの入会が必要となります。replayⓇ使用権の購入は1年単位となります。使用権の残り期間は専用アプリにて確認できます。途中解約などその他replayⓇに関するサービスの詳細内容については、
本機専用アプリケーションからreplayⓇのwebサイトをご確認ください。■「replayⓇ」は、株式会社レコチョクの登録商標です。■ミュージッククルーズチャンネル使用時は大容量のデータを送受信しパケット通信料が高額になる
可能性があるため、定額データプランへ加入している対応端末の使用を推奨します。■本機能のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。使用方法・機能の詳細等については、ユーザーズガイド（WEB版）をご確認ください。
※1 情報の取得には同梱または別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」（P.24参照、「AVIC-CW700/CZ700」は別売のUSB接続ケーブル「CD-U120」も必要）や、スマートフォンでの通信接続設定（Wi-Fiテザリング、または
BluetoothⓇテザリング）が必要です。ただし「AVIC-CW700/CZ700」はWi-Fiテザリング非対応です。利用は無料ですが、通信料はお客様負担となります。※2 全国約9,000ヶ所収録。※3 ネットワークモード時は「リアセパレートモード」が
非対応になります。※4 使用には専用アプリ「ミュージッククルーズチャンネル2（ダウンロード無料）」がインストールされた対応端末が必要です。対応端末および専用アプリの詳細については、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）にて
ご確認ください。※5 チャンネル内に表示されている楽曲順は、実際に再生される順番とは異なります。各チャンネル内の特定の楽曲を任意で選択し再生することはできません。※6 チャンネル内の曲送り回数には制限があります。

※7 「ミュージッククルーズチャンネル」以外のソースには非対応です。※8 「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系」はreplayⓇ使用権1年分付のため、初回使用日から1年間費用が発生する
ことなく本機能を使用できます。2年目以降は「年間3,000円(税別) 」になります。700系は、「replayⓇ」1年分の使用権は付属しておりません。「年間3,000円（税別）」になります。※9 「AVIC-CL900系/
CE900系」のみ。※10 「AVIC-CL900系」は「LuminaHDパネル」、 「AVIC-CE900系」は「ExcelLuminaHDパネル」、 「AVIC-CW900系/CZ900系/CW700/CZ700」は「Luminaパネル」。※11 「AVIC-CW900系/
CZ900系/CW700/CZ700」は「ワイドVGAモニター」。※12 DVD-R［2層式］にも対応。※13 接続するiPhone、iPodによって必要な別売ケーブル、別売アダプターが異なります（P.25参照）。※14 MacOS
経由で音楽ファイルをSDメモリーカードやUSBデバイスへ保存する場合、音楽ファイルとは別の管理ファイルが作成されます。このファイルは車載機では再生できません。※15 USBマスストレージ
に対応した機器が接続可能（最大メモリー容量16GB）。USBメモリーを「USB接続端子（茶）」に接続する場合、別売のUSB接続ケーブル「CD-U120」が必要となります。また、すべてのUSBデバイスへ
の対応を保証するものではありません。※16 SDXCメモリーカードは、最大メモリー容量512GBまで対応。また、すべてのSDメモリーカードへの対応を保証するものではありません。※17 接続可能
携帯電話については弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。※18 「MAユニット」接続時のみ選択可能。※19 サイバーナビ本体画面で「AVサイドビュー」を選択している場合、「リア
セパレートモード」は設定できません。※20 対応端末のBluetoothⓇ設定をONにして使用。

AVIC-CW700/CZ700は
搭載していません。

AVIC-CW700/CZ700は一部
対応していない機能があります。
詳細については、P.26～28を
ご覧ください。

渋滞

お金がかかっても
良いから、
早く着きたい！ 目的地

新アルゴリズム
によるルート

従来のアルゴリズム
によるルート

目的地
より近いIC

目的地
より遠いIC

渋滞

渋滞渋滞

精緻な表現までも鮮やかに描き切る高画質。

従来比約70倍におよぶ色階調表現を駆使して、高精細・高コントラスト
で微細なニュアンスまで描き切る高性能プロセッサーを搭載※9。道路に
陰影をつけることで、通常の交差点と立体交差の違いを表現することなど
が可能に。「AVIC-CL900系」には「Lumina HDパネル」、「AVIC-CE900系」
には「Excel Lumina HDパネル」の高解像度「ワイドXGAモニター※10」を
採用し※11、目を見張るほど鮮明な映像を迫力の大画面に映し出します。

多彩なメディアの再生や、楽曲録音も自在。

すべての人に楽しみを提供する
リアエンタテインメント。
別売のリアモニターを接続することで、後席の人にも多彩な楽しみを
生み出す「リアクルーズモード」を搭載。車室内全員で同じ楽しみを
共有するなら、サイバーナビの画面とリアモニターを連動。再生中の
AVソースやナビ画面、さらにはMAユニットで取り込んだ走行映像※18

などをリアシートでも視聴できます。また、前席と後席それぞれで別
のAVソースを再生することも可能※19。一台のクルマの中で、好みに
合わせて二つのエンタテインメントを同時に楽しめます。

リアクルーズモードは、操作性にも細やかに配慮。スマートフォンに専用アプリ
「リアスマートコマンダー」をインストールすれば、後席からもリア側に出力する
ソース選択の切換えや音量調整などの操作が簡単に行えます※20。

クルマを理想空間に変えるAV能力のすべては
弊社ホームページをご覧ください。

スマートフォンで
すぐにチェック

PC版は
こちら carrozzeria.jp/cyber-av

［リアクルーズモード］

サーバーが導き出す新次元の
「スーパールート探索」。

オーディオ電源部には、大容量フルカスタムオーディオ用アルミ電解コンデンサや新開発高音質
トロイダルコイルを搭載し、電源の安定化とノイズの徹底排除を実現。デジタル信号処理の心臓部
には極めて正確なクロック波形を生成する「サウンドマスタークロック回路」を採用し、時間軸の
揺らぎであるジッター成分を極限まで抑制。音声信号処理部にはパイオニアフルカスタム「高性能
48bitデュアルコアDSP」を採用するとともに、高度なプログラミング技術による卓越した演算
処理によりソースに刻み込まれたアーティストの想いや微細な余韻までも守り抜きます。

多彩な予測結果からスムーズに検索。 安心・安全に配慮したきめ細やかな誘導、案内。

車室内を、総合的なエンタテインメントAV空間へ。AV能力

これまでのルート探索アルゴリズムを刷新し、リアルタイムな交通情報と過去
から蓄積した膨大なプローブデータを使い、ネットワークを経由しサーバー
でのルート探索を実現。これまでカーナビ本体ではなし得なかった複雑な
計算をサーバーを用いることで実行することが可能となり、よりドライバーの
ニーズに応えることのできるルートを提案。「料金がかかってでも、早く着き
たい」、「多少時間がかかっても、安く到着したい」など、その時の状況に
応じて最適ルートを選択できる幅広い提案を行うことができます。

理想のシステムを構築する
音質調整能力。

「ネットワークモード」への切換えで、マルチアンプ・マルチ
スピーカーシステムまで幅広く対応。トゥイーターからサブ
ウーファーまで帯域ごとに専用のスピーカーユニットを用い、
各チャンネルに送り込む信号の周波数帯域や出力レベルを最適
に調整することで、各スピーカーユニットに秘めた真価を最大限
に引き出し、乱れのない自然な音のつながりを実現します※3。
また、車室内環境に適した調整を手間無く行うことができる

「オートタイムアライメント＆オートイコライザー*」も搭載しています。
＊別売の音響特性測定用マイク「CD-MC1」が必要となります。

■音響特性測定用マイク
CD-MC1
希望小売価格2,500円（税別）
MAユニットの音声録音用マイクとしても使用可能です。

精密さを極めるナビ能力のすべては
弊社ホームページをご覧ください。

スマートフォンで
すぐにチェック

PC版は
こちら carrozzeria.jp/cyber-navi

［スーパールート探索：本体のバージョンによってプログラムアップデート*が必要となります。］

［ヒヤリハット地点表示］、［右折時つられ発進検知：MAユニットの接続が必要となります］［サジェスト入力］

過去10年間で培ったスマートループのノウハウと、プローブに
より蓄積した交通情報、リアルタイムの交通情報など、膨大な
データを専用サーバーに集積。その膨大なデータと新たなルート
アルゴリズムをもとに、時間と料金の「効率」を考慮し、最適な
ルートを提案する「スーパールート探索」を実現しました※1。ルート選択に悩むシーンでも、6ルート
リストを表示すれば違いはすぐ分かり、状況に応じてより適したルートを迷わず選択できます。

目的地の正確な名称が浮かばなくても、
名称の頭を数文字入力するだけで、表示
される候補から目的地を探し出せます。
検索ワードを入力すると、プローブデータ
を元に訪問回数の多い上位15件を部分一致も含め表示。同時に

「変換候補」も表示するので、行きたい場所を効率的に見つけられます。

スマートループによる過去のユーザーの走行データから、急
ブレーキが多かった地点を「ヒヤリハット地点」としてデータ
ベース化※2。アイコン表示とともにルート設定時には「ヒヤリ
ハット地点」にさしかかる前に音声で案内します。さらに、「ヒヤリ
ハット地点」のうち、右折時に注意が必要な交差点では、右折するために停車した際、前方車両
の発進に合わせて自車が発進すると、周囲の安全確認を促すよう効果音で注意喚起します。

原音をクリアに再現する、進化した高音質。

［金属皮膜抵抗］
［銅メッキビス］

パイオニアフルカスタム
［高性能48bitデュアルコアDSP］

［フルカスタムオーディオ用
 アルミ電解コンデンサ］

［サウンドマスター
クロック回路］

［高音質
チップコンデンサー］

［高音質
トロイダルコイル］

“料金増でも早く着ける”ルート探索イメージ
これまで不可能だった、目的地をいったん
通り越し、高速を一区間多く走って目的地
に向かうルート。

新リスニングスタイル
「ミュージッククルーズチャンネル※4 」が

音楽との出会いを変える。

スマホのネットワーク経由で、膨大な音楽をクルマに持ち込める音楽スト
リーミング機能が、ドライブを驚きや興奮で演出。200万曲以上の楽曲と
様 な々テーマで取りそろえた特選チャンネル※5※6から選ぶことができ、気分
や好みに応じてレコメンドされたチャンネルを選んで手軽に乗換えらえます。
各楽曲はパイオニアの独自技術MIXTRAXで解析され、「年代」「ジャンル」

「テンポ」など属性の近い楽曲をつないでノンストップ再生※7することが
可能。さらに、シーンや楽曲に合った音響設定に切換えたり、カラオケを
楽しむことが可能で、ドライブ中の音楽の楽しみ方が無限に拡がります。

ドライブ中の「日時」「目的地」「現在位置」
「高速道路走行時」などの環境変化に
合わせてチャンネルを提案する「ライブ
レコメンド」を新搭載。「オートライブレコ
メンド」に設定すれば、提案されるチャン
ネルに自動で乗り換えてくれるため、手間
なくシチュエーションに合った楽曲が楽しみ続けられます。

Bluetooth®接続したスマホ内の楽曲も
「ミュージッククルーズチャンネル」として
再生可能。「ノンストップミックス再生」、

「シーン切換え」、「歌詞表示」を使用する
ことが可能で、いつも持ち歩いている時と
は違う楽曲の楽しみ方を見つけられます。

「シーン切換え」は、気分や楽曲のジャンルに合わせて車室内の音響
設定を手軽に変更でき、「CLUB」「SING」「FES LIVE」「LIVE 
HOUSE」の4つから自由にセレクトできます。

ナビ能力／AV能力

＊「ミュージッククルーズチャンネル」の使い方、登録方法、よくあるお問い合わせ（FAQ）は、弊社ホームページ（http://pioneer.jp）をご覧ください。

使用権1年分付※8

（AVIC-CW700/CZ700を除く）by

［ライブレコメンド、オートライブレコメンド：本体のバージョンによってプログラムアップデート*が必要となります。］

［ライブラリーモード：本体のバージョンによってプログラムアップデート*が必要となります。］、［シーン切換え］

「ミュージッククルーズチャンネル」は、株式会社レコチョクが運営する音楽ストリーミングサービス「replay®」により、コンテンツ調達・番組
編成を行い、パイオニア独自の楽曲レコメンド技術等を融合した有料の車載用音楽ストリーミング機能です。

時間帯や曜日によって細かく変化するETC割引にも対応。
そのルートを走行するときの料金を専用サーバーから
取得し、より効率的なルートを弾き出します。また、出発前に

「スーパールート探索」を使ってルートを検証し、ドライブ
プランを立てておくことも可能です。
［ETC割引考慮ルート探索、ドライブプラン：本体のバージョンによってプログラムアップデート*が必要となります。］

▲カットオフ調整（SW） ▲タイムアライメント設定

地上デジタル放送をはじめ、DVD※12/CD、iPhone、iPod※13やUSB※14※15、
SDXC※14※16対応のSDメモリーカード、Bluetooth®オーディオ※17など、様 な々
メディアに保存した楽曲や映像の再生が可能。また、サイバーナビに挿したSD
メモリーカード（別売）※16にCDの楽曲を最大8倍速で録音できる「ミュージック
サーバー」も搭載。AACフォーマットで高音質録音することも可能です。また、
USBデバイス・SDメモリーカードでは、192kHz/24bitまでのFLAC/WAV
ファイル（ハイレゾ音源）のダウンサンプリング再生に対応※しています。
※本体のバージョンによって、プログラムアップデート*が必要となります。
＊地上デジタル放送、DVDビデオなど、映像系ソースは、安全のため走行中は表示されません。
＊その他メディア/フォーマット関連について詳細は、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

*プログラムアップデートについて詳しくは、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。 *プログラムアップデートについて詳しくは、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

700系非搭載

700系非搭載

700系一部非対応

700系一部非対応

700系一部非対応

700系一部非対応
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■各機能ならびに仕様については、必ず各機能紹介ページやP.26～28の本文および注釈をご参照ください。■注意事項に関しては裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。 ■画面などの表示や写真、風景はハメコミ合成で
イメージです。■色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。※1 「AVIC-CL900/CW900/CZ900/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST/CW700/CZ700」
は、別売のマルチドライブアシストユニット「ND-MA1」にて対応します。※2 フロアカメラユニット接続時はフロントカメラ/フロアカメラのみの録画・撮影はできません。※3 同梱または別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」
もあわせて必要となります。※4 セキュリティインフォ/アクシデントインフォ合計配信可能画像枚数は100枚/1ヶ月間です。101枚超過後は文字情報に限定されたメールを配信。※5 SDメモリーカードは8GBから256GBまで対応して
います。※6 対応スマートフォンおよび専用アプリについて、詳しくは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。※7 「マルチレコーダー」、「フォトシェアリング」はSDHC 8～32GB（FAT32）のSDカード挿入時にご使用いただけ
ます。詳しい仕様その他制限事項については、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご確認ください。※8 ダウンロードデータ量は最大で2.5GB程度必要になるため、データをダウンロードする際はWi-Fiを推奨します。アプリケーション
のダウンロードやバージョンアップ、データダウンロード時などは大容量のデータを送受信し、パケット通信料が高額になる恐れがあるため、Wi-Fi環境でのご利用をおすすめします。また、LTEもしくは3G通信をご利用される場合は

パケット定額サービスなどのご利用を強くおすすめします。※9 別売のSDメモリーカード16GB以上が必要です。MacOSのパソコンなどをお使いの場合、16GBのSDメモリーカード
では容量不足となる場合があります。その際は、32GB以上のSDメモリーカードをお使いください。※10 対応OSはwindows10/8.1/7、MacOSX10.9.2以降になります。※11 道路の開通
状況等によって配信回数が変動する場合があります。※12 「MapFanクラブオフ」のご利用にあたって別途専用の会員登録が必要です。注意事項等の詳細は「MapFan」サイトをご確認
ください。※13 AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系には、「最新データバージョンアップ最大3年間分」が付属していますが、「MapFanスマートメンバーズ」に入会して頂くと期間
中は「オービスライブ」「MapFanクラブオフ」「MapFanプレミアム」がご利用になれます。※14 同梱または別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」もしくはスマートフォンでの
通信接続設定（Wi-Fiテザリング、またはBluetoothⓇテザリング）が必要です。ただし「AVIC-CW700/CZ700」はWi-Fiテザリング非対応です。

AVIC-CW700/CZ700は対応していません。

AVIC-CW700/CZ700は一部対応していない
機能があります。
詳細については、P.26～28をご覧ください。

※iPhoneおよびスマートフォン(Android)との連係機能は、サイバーナビ本体のバージョンや端末のOSバージョンにより正常に動作しない場合があります。
対応端末および各アプリについて詳しくは弊社ホームページ(http://pioneer.jp/support/pcperipherals/app/)または、各アプリ提供元のホームページをご覧ください。

「ミュージック
クルーズチャンネル２」

提供元：パイオニア株式会社

「リアスマート
コマンダー」

提供元：パイオニア株式会社

「スマートアップデート
for カロッツェリア」

「NaviCon」

提供元：インクリメントP株式会社 提供元：株式会社デンソー

「ミュージッククルーズチャンネル」の
利 用 に 必 要 です 。サイバーナビと
Bluetooth®接続することで楽曲の
再生が可能になります。

サイバーナビに付属のスマートコマン
ダー同様の操作に加え、リアモニター
に出力される映像の切換えや音声
操作を後席から行えます。

自 宅や外 出 先で手 軽にバージョン
アップデータをダウンロードでき、サイ
バーナビにWi-Fi通信で手軽にワイ
ヤレス伝送できます。

「NaviCon」は多彩な連携アプリで
探した行先を、ワンタッチでカーナビに
転送し目的地に設定できるお出かけ
サポートアプリです。

無料 Android ｜ iPhone

「ドライブアシスト」

提供元：パイオニア株式会社

MAユニットのライブカーセキュリティ
機能やフォトシェアリングなど各種機能
をより便利にお使い頂くためのアプリ
です。

無料 Android ｜ iPhone 無料 Android ｜ iPhone 無料 Android ｜ iPhone 無料 Android ｜ iPhone

※NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。

サイバーナビのポテンシャルをスマートフォンで引き出す。 アプリケーション

スマートフォン※6からいつでもバージョンアップ可能な
「スマートアップデート（差分更新）」。

最大3年間追加費用無しで最新データにバージョンアップ可能。（AVIC-CW700/CZ700を除く） スマートアップデート 全データ更新

パソコンからサイバーナビの全てのデータを
最新にする「全データ更新」。

専用アプリ「スマートアップデート for カロッツェリア※6」を使うことで、自宅や
外出先でいつでもバージョンアップデータをダウンロード※8でき、カーナビにWi-Fi
通信でワイヤレス伝送できます。また、自宅等のWi-Fiを使用しデータをダウンロード
することで月々のパケット通信量を気にすることなく使用できます。

「スマートアップデート」「全データ更新」ともに下記更新期間内は、追加料金無しで何度でもバージョンアップをご利用頂けます。バージョンアップデータの配信は最大年6回※11を予定しています。

【オービス関連】サイバーナビに新たな機能をプラス。

＊使用期間が3年間に満たない場合でも「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系」は2020年4月末で、「AVIC-CE900系」は2020年10月末で終了となります。

パソコンを使うことで、全てのデータをバージョンアップできます。
ダウンロードしたデータはSDメモリーカード※9を使用してバージョン
アップを行います。また、Windows、Mac※10に対応し幅広いお客様
にご利用頂けます。

カーライフをもっと魅力的なものに。 新しい会員向けサービス「MapFanスマートメンバーズ」をスタート。
サイバーナビをより便利にする新サービス「MapFanスマートメンバーズ」に会員登録することで、バージョンアップに加え、「オービスライブ」（夏・冬の年2回）、
カーナビ盗難お見舞金（5万円）や各種施設の優待サービスが受けられる「MapFanクラブオフ※12」、「MapFan」の地図ナビアプリや地図サイト（有償分含む）
全機能が使い放題の「MapFanプレミアム」など幅広いサービスのご利用が可能になります。

年会費5,000円（税別）MapFanスマートメンバーズ

「MapFanスマートメンバーズ」体験キャンペーン 最大1年間無償で体験できる優待券がサイバーナビにもれなく同梱。

バージョンアップ※13

●「スマートアップデート（差分更新）」

●「全データ更新」

メリット1 オービスライブ
●年2回(夏・冬)
専用アプリ、またはオーナーズリンクにてSD
メモリーカード（別売）にデータをダウンロードし、
カーナビに転送することで使用できます。

メリット2
●カーナビ盗難お見舞金（5万円）
車上荒らしでカーナビが盗難に遭ってしまった
場合、お見舞金として5万円をお支払いします。
●各種施設優待サービス
ホテル、グルメ、レジャー、ショッピング、ガソリンスタンド
等の施設やサービスをお得な価格で利用できます。

MapFanクラブオフ※12メリット3
●地図ナビアプリ

「MapFan」の地図ナビアプリ（iOS/AndroidOS）の全機能
が使い放題！電波の届かない場所でも地図が使えます。
●地図サイト
渋滞情報やガソリン価格、駐車場満空情報など、ドライブに役立つ
リアルタイム情報をパソコンやスマートフォンからチェックできます。

MapFanプレミアムメリット4

スマートフォンやパソコンをお持ちでない方へ。

バージョンアップの多様なニーズに、スマートに応える。 バージョンアップ（　 　3年間分付*　 　）AVIC-CW700/CZ700を除く

サービスの内容および諸条件に関して詳しくは、「MapFan」サイト（https://sp.mapfan.com/mfpi/view）をご覧ください。
■［バージョンアップ、ダウンロード、スマートアップデート操作、MapFan会員ID連携登録相談］に関するお問い合わせ先
　担当窓口：MapFanスマートメンバーズサポートセンター(インクリメント・ピー株式会社)　【固定電話・携帯電話・PHSから】　0120-721-731(無料)
●受付時間/月曜～金曜9：30～18：00 土曜10：00～12：00、13：00～17：00（日曜・祝日・インクリメント・ピー株式会社休業日除く）

商品付属分バージョンアップSD送付サービス（有償）
NEW  受付開始時期 2017年6月
希望小売価格5,000円（税別）

対応機種：AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系

Option「オービスSD」 CNAD-OP18SD
 NEW  発売時期 2017年5月
 希望小売価格4,800円（税別）

CNAD-OP17SD
発売時期 2016年12月
希望小売価格4,800円（税別）

対応機種：AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系、AVIC-CW700/CZ700等

※送付期間は「商品付属分バージョンアップ」の対象期間内となります。 ※最新のバージョンアップが必要となります。

短押し
（撮影）

長押し
（転送）

常に記録することで安心感を支えるドライブレコーダー。

先進的なドライブサポートのすべては
弊社ホームページをご覧ください。

スマートフォンで
すぐにチェック

PC版は
こちら carrozzeria.jp/cyber-ds

クルマから離れても、愛車を見守る「ライブカーセキュリティ」。 もしもの時もいち早くリスク通知。

リスクに目を光らせ、カーライフトータルの安心を支える。ドライブサポート

ドライブサポート・バージョンアップ・アプリケーション

ドライブサポート機能は、マルチドライブアシストユニット「ND-MA1」との接続が必要となります。

独自の先進技術で、高度にドライブ支援。
普段ドライバーが運転中に注意している様 な々状況や情報を、MAユニット※1の専用カメラで画像認識・解析してドライ
バーにお知らせ。前方に車両がいる場合はターゲットスコープで捕捉するとともに、前方車両との車間距離を計測し、
推定車間時間を表示。ターゲットスコープは推定車間距離と車間時間に応じて、色や形状がリアルタイムに変化します。
また、前方車両との車間時間が縮まると音と表示で警告し、近づきすぎるために起こりうるリスクをお知らせします。

▲誤発進警告 ▲レーンキープサポート

▲ターゲットスコープ、
　推定車間距離表示（通常時）

▲ターゲットスコープ、
　推定車間距離表示（注意喚起時）

▲前方車両接近警告

■MAユニット用スマートキーホルダー
CD-SK1　オープン価格*
＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

駐車時に振動などの異常を検知すると、「セキュリティ録画/撮影」により車外の様子を自動で録画・
撮影。録画されたファイルはナビ画面で再生して確認できます。同梱または別売のフロアカメラユニット

（P.23参照）を接続していれば、車室内の様子を撮影して自動合成※2。さらに、あらかじめメールアドレス
を登録しておけば衝撃などを検知して自動撮影するとともに静止画や位置情報を添付したメールを
送信する「セキュリティインフォ」により※3※4、すばやく状況を知ることができます。

乗車中、衝撃などを検知すると、イベント録画時に静止画
も撮影し、独自のアルゴリズムで危険性を判定。ドライバー
の意思が確認できない場合は、あらかじめ登録されたメール
アドレスへ日時や現在地情報とともに撮影画像を自動
送信※4※14。家族や知人がすぐに状況を確認し、すばやく
対応できます。

［ライブカーセキュリティ］

［オートセキュリティストップ機能］

［アクシデントインフォ］荷物の積み下ろし時などはスマホで専用アプリ「ドライブアシスト」※6を使用することで、Bluetooth® 
Smartによりスマホを検知し、クルマに近づいただけで「ライブカーセキュリティ」を一時停止すること
ができます。また、別売のMAユニット用スマートキーホルダー「CD-SK1」を使って同様に「ライブ
カーセキュリティ」を一時停止することができます。

交差点右折時のリスク回避へ向けた取り組み

平成26年中に発生した交通死亡事故においては、交差点右折時の対歩行者事故が多くみられ特徴的な事例となっています。本機能は経済産業省
の「次世代高度運転支援システム研究開発・実証プロジェクト」において、運転行動のモデル化の検討を通じて得られた知見、当社独自のヒヤリ
ハット地点情報と画像認識技術を用いて実現しています。また、一般財団法人 日本自動車研究所（JARI）においてJARI-ARVを用いた危険場面
再現による実証実験を行うことで、その実験結果から当社として本機能の有効性を確認しています。

MAユニットは、近年ニーズが高まっているドライブレコーダーとしても活躍。高度な画像認識機能
を搭載したフロントカメラで、前方車両のナンバープレートまで鮮明に記録します。普段から万一
に備えるのはもちろん、別売のフロアカメラユニット（P.23参照）と接続して車室内の様子も
録画し、楽しい時間の記録を残すことも可能。「SDXC※5」のSDメモリーカード（別売）にも対応
し、長時間の録画が可能なので、旅行などのロングドライブでも安心です。録画した映像は、AV
ソースの「マルチレコーダー※7」でSDカードを入換えることなくサイバーナビで再生可能。

ドライブ中にふと残しておきたい景色と出会ったら、「ドラ
イブフォト撮影」機能によりHD画質でワンタッチ保存。
さらに、専用アプリ「ドライブアシスト」※6を使用することで、
カーナビからBluetooth®を通じて最新10件の画像
データを一括転送する「フォトシェアリング」を活用すること
ができます。 ［ドライブフォト撮影］、［フォトシェアリング］

「ヒヤリハット地点」と「右折時つられ発進検知」
前方車両の動きにつられ、目視せずになんとなく右折するときに
大きなリスクが潜んでいます。サイバーナビにはスマートループに
よって、全国のユーザーの走行データを基に、急ブレーキが多かった
箇所をデータベース化した「ヒヤリハット地点」を収録。そのうち、右折
事故が生じやすい交差点では右折するために停車した際、前方車両
の発進につられて自車が動き出すタイミングで効果音を出し注意
喚起します。これにより、周囲の安全確認を事前に意識でき、交差
点内で生じる様 な々事故を未然に抑制することができます。

対向車

停止

前方車両

ポン ポン
（注意喚起音）

▲右折つられ発進時、効果音で注意喚起

▲全国のヒヤリハット地点「約9,000ヶ所」を収録

700系非対応

700系非対応700系非対応

700系非対応

700系非対応

700系非対応

700系非対応

700系一部非対応

700系一部非対応

700系一部非対応
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Dedicated designデザイン Excel Lumina HD10V型XGA液晶パネル Expert Tuningエキスパートチューニング
確かな存在感を放ち、
愛車をより上質な空間へ。
車種ごとにサイバーナビをデザイン。ハードキーのテクスチャー
グラデーションとブルーイルミネーションが織りなす質感は、
インテリアに先鋭的な印象を与えます。また、静電式操作キーの
レイアウトは車種ごとの内装に合わせて自然に指が届く位置に。
操作性までもが車種ごとに最適デザインされ、愛車は駆る
喜びとともに昇華します。

限りなく精緻な表現を、
ダイナミックな大画面で。
愛車というプライベート空間に映し出される映像を、よりクリアに
再現するために、「Excel Lumina HDパネル」を搭載。透過率が
高く、高輝度・高コントラストを誇るパネルは、繊細な描画信号を
余すことなく表現するとともに、高視野角での視聴を可能に。
大画面10V型「ワイドXGAモニター」が、地デジやDVDのソース
を目を見張るような極めて洗練された高画質で描き切ります。

音のプロフェッショナルが、
最適音響を徹底追求。
パイオニアのエキスパートチューニングチームが、車種ごとの
音響特性を徹底分析し、細部までこだわり抜いてチューニング。
ドライバー専用の「運転席重視」では誰にも気兼ねなく楽しめる
アグレッシブな音創り、そして「全席重視」では誰もが心地よい
空間で音楽を楽しめる音創り。一つだけでない、専用チューニング
だからこそ実現する、クルマでの楽しみ方がここにある。

車種専用モデルの詳細については弊社ホームページ（carrozzeria.jp/cyber-pm）をご覧ください。

独自の先進技術とネットワークを駆使し、ドライブ時、
駐車時を問わず24時間安心感を支えます。

マルチドライブアシストユニット「MAユニット」

オプション（別売）Option 付属品 Accessories

BluetoothⓇ Smartの採用に
より、車 室 内 のどこからでも
サイバーナビのよく使う機能を
操作できます。

スマートコマンダー

専 用 に 設 計さ れ た ホ ルダ ー に
より、スマートコマンダーを美しく
設置できます。
※AVIC-CE900AL-M/CE900VE-M/
CE900AL/CE900VEには2種類同梱。

スマートコマンダー
ホルダー

スマートコマンダー、スマートコマンダーホルダーを全商品に
同梱しています。

ND-MA1 オープン価格＊

リアルタイムな情報に手間なくアクセスし、サイバー
ナビに取り込んですぐに活用できます。

データ通信専用通信モジュール

ND-DC2 希望小売価格25,000円（税別）

車室内の状況を小型カメラで撮影・記録します。

フロアカメラユニット

ND-FLC1 オープン価格＊

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。
「AVIC-CE900AL-M/CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-M」には、MAユニット「ND-MA1」
相当品、データ通信専用通信モジュール「ND-DC2」相当品、車種専用モデル専用フロアカメラを同梱しています。

▲先鋭的なデザインの操作キー ▲新液晶大画面10V型ワイドXGAパネル ▲専用チューニング：イコライザーカーブイメージ

愛 車 の 歓 びをより高 み へ 導く、
大画面10V型サイバーナビ。

車 種 専 用 モ デ ル

サイバーナビが誇る革新的ユーザーインターフェース、次世代のナビ能力、先進のAV能力、最先端のドライブサポート。
そのすべてを纏いながら、車種ごとに専用設計された大画面10V型モデルが誕生。先進のデザイン、高精細「Excel Lumina HDパネル」、
専用音響チューニングまでもが存在感を放ち、最先端のテクノロジーと、研ぎ澄まされたあなたの感性が出会うとき、
知っていたはずの空間が鮮やかに変貌を遂げ、あなたの愛車が誰も辿り着いていない次元へと昇華する。

10V型

VELLF IRE
10V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/
CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP 
AV一体型メモリーナビゲーション 
マルチドライブアシストユニットセット

AVIC-CE900VE-M
オープン価格*

10V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/
CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP 
AV一体型メモリーナビゲーション

AVIC-CE900VE
オープン価格*

ALPHARD
10V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/
CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP 
AV一体型メモリーナビゲーション 
マルチドライブアシストユニットセット

アルファード(ハイブリッド含む)：H27/1～現在(JBLプレミアムサウンドシステム付車を除く)

ヴェルファイア(ハイブリッド含む)：H27/1～現在(JBLプレミアムサウンドシステム付車を除く)

AVIC-CE900AL-M
オープン価格*

10V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/
CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP 
AV一体型メモリーナビゲーション

AVIC-CE900AL
オープン価格*

10V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/
CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP 
AV一体型メモリーナビゲーション 
マルチドライブアシストユニットセット

AVIC-CE900ST-M
オープン価格*

10V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/
CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP 
AV一体型メモリーナビゲーション

AVIC-CE900ST
オープン価格*

VOXY / NOAH / ESQUIRE

ALPHARD / 
VELLFIRE

MAユニット同梱 通信モジュール同梱
フロアカメラユニット同梱 スマートコマンダー同梱

MAユニット対応 通信モジュール対応
フロアカメラユニット対応 スマートコマンダー同梱

MAユニット同梱 通信モジュール同梱
フロアカメラユニット同梱 スマートコマンダー同梱

MAユニット対応 通信モジュール対応
フロアカメラユニット対応 スマートコマンダー同梱

MAユニット同梱 通信モジュール同梱
フロアカメラユニット同梱 スマートコマンダー同梱

MAユニット対応 通信モジュール対応
フロアカメラユニット対応 スマートコマンダー同梱

STEP WGN

STEP WGN

VOXY
10V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/
USB/SD/チューナー･DSP AV一体型メモリーナビゲーション 
マルチドライブアシストユニットセット

AVIC-CE900VO-M
オープン価格*

10V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/
CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP 
AV一体型メモリーナビゲーション

AVIC-CE900VO
オープン価格*

MAユニット同梱 通信モジュール同梱
フロアカメラユニット同梱 スマートコマンダー同梱

MAユニット対応 通信モジュール対応
フロアカメラユニット対応 スマートコマンダー同梱

ヴォクシー(ハイブリッド含む)：H26/1～現在(パノラミックライブサウンドシステム付車は除く)
※プッシュスタートシステム非装着車は未調査

NOAH
10V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/
USB/SD/チューナー･DSP AV一体型メモリーナビゲーション 
マルチドライブアシストユニットセット

AVIC-CE900NO-M
オープン価格*

10V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/
CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP 
AV一体型メモリーナビゲーション

AVIC-CE900NO
オープン価格*

MAユニット同梱 通信モジュール同梱
フロアカメラユニット同梱 スマートコマンダー同梱

MAユニット対応 通信モジュール対応
フロアカメラユニット対応 スマートコマンダー同梱

ノア(ハイブリッド含む)：H26/1～現在(パノラミックライブサウンドシステム付車は除く)
※プッシュスタートシステム非装着車は未調査

ESQU IRE
10V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/CD/Bluetooth/
USB/SD/チューナー･DSP AV一体型メモリーナビゲーション 
マルチドライブアシストユニットセット

AVIC-CE900ES-M
オープン価格*

10V型ワイドXGA地上デジタルTV/DVD-V/
CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP 
AV一体型メモリーナビゲーション

AVIC-CE900ES
オープン価格*

MAユニット同梱 通信モジュール同梱
フロアカメラユニット同梱 スマートコマンダー同梱

MAユニット対応 通信モジュール対応
フロアカメラユニット対応 スマートコマンダー同梱

エスクァイア(ハイブリッド含む)：H26/10～現在(パノラミックライブサウンドシステム付車は除く)
※プッシュスタートシステム非装着車は未調査

ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ：H27/4～現在
(Hondaインターナビ＋リンクアップフリー＋ETC車載器＜ナビゲーション連動＞付車を除く)

※適合車種については、2017年3月現在の情報です。※取付車種のグレードや仕様、ディーラーオプションの装備品などによっては取付けられない場合があります。 また、取付ける商品や組合わせるシステムによって車両への取付けの際、別売の配線キットや接続ケーブルなどが必要になる場合があります。
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サイバーナビのカーエンタテインメント能力をさらに向上させる
多彩なシステムアップアイテムを用意。
 想像以上に楽しく、快適なドライブが、サイバーナビを中心に拡がっていきます。

●高解像VGAパネルで鮮明な映像を再生。 ●HDMI入力※4に対応（TVM-W910のみ）し、RCA入力も装備。 ●左座席のヘッドレストシャフト専用のモニター取付金具を付属。●周囲に
合わせて画面の明るさを自動調整する「オートディマー機能」を搭載（TVM-W910のみ）。 ●HDMIで入力された音声も再生できる内蔵スピーカー（モノラル）を搭載（TVM-W910のみ)。

【その他の機能】●周囲に合わせて画面の明るさを自動調整するオートディマー機能を搭載。 ●モニターの角度は、180度まで自由に調整可能。
●ホワイトLEDルームランプは、LED点灯数（2/4/6）に3段階の明るさの選択が可能。さらに、点灯/消灯時に3パターンの演出もできます。

リアシートで大迫力の映像が楽しめる
フリップダウンモニター。

コンパクトカーや軽カーでも、
臨場感ある映像を間近で観る。

ハイビジョン画質に対応するXGAパネルを搭載。 TVM-FW1040-B

ワイドVGAパネルに比べ、約2.7倍もの
解像度を持つワイドXGAパネルを
採用。合計約300万画素の高解像度に
より、圧倒的な高精細映像を実現。また、
ワイドアングルパネル採用により、どの
方向から見てもハイビジョン画質の
美しい映像を楽しむことができます。 VGAXGA

映像のチラつきや色にじみを抑え、高精細な映像を
再現する「3次元Y/C分離回路」や出力直前まで
HD画像のまま映像処理を行う「HDMI HDプロセッ
シング」を搭載。また、くっきり見やすい映像を描く

「超解像クリアシャープ回路」を搭載することで
HDMI入力時はもちろん、アナログ信号のRCA入力
時にも迫力ある映像を細部まで美しく再現します。

美しさ際立つ高画質を、大画面で楽しむ。

▲ 高精細な映像もより鮮明に再現

TVM-FW1040-B/FW1030-B/-S/FW1020-B/-S

TVM-FW1040-B/FW1030-B/-S

9V型ワイドVGAモニター

TVM-W910
オープン価格＊　

（モニター取付金具付属）※6※7

7V型ワイドVGAモニター

TVM-W710
オープン価格＊　

（モニター取付金具付属）※6※7

＊車両への取付けには別売の取付キットが必要です。取付キットの詳細はP.25をご覧ください。

【特長】●ワイドVGAパネルに比べ、約2.7倍もの解像度を持つワイドXGAパネルを、大画面10.1V型ワイドモニターに採用。合計約300万画素の高解像度により、圧倒的な高精細映像を実現。また車内の不要な光の反射を抑える「AR
コーティング」を搭載。（TVM-PW1000T/PW1000）●高精細な映像を再現する「3次元Y/C分離回路」やHD画質のまま映像処理を行う「HDMI HDプロセッシング」、くっきり見やすい映像を描く「超解像クリアシャープ回路」を搭載。

（TVM-PW1000T/PW1000）●高輝度LEDバックライトを採用し、1,152,000画素を誇る9V型ワイドVGAモニターが、映像を細部まで鮮明に表現。また、くっきり見やすい映像を描く「アドバンスドシャープネス回路」を搭載し、色彩を
より鮮やかに、奥行感をより豊かに再現します。（TVM-PW910T/PW910/PW900T/PW900）●製品ごとに液晶パネルを1枚1枚測定を行い、最適な表示特性となるようチューニングを施した「キャリブレーテッド・ガンマ」●HDMI入力※4

を装備しているので、スマートフォン※5などの映像をリアシートで楽しむことが可能。また、3.5Φステレオミニジャックにヘッドホンを接続すれば、HDMI入力された音声を一人で楽しむことも可能。2台セットの「TVM-PW1000T/
TVM-PW910T/TVM-PW900T」なら、リアシートで同乗者ごとに別々の映像を楽しむことができます。【その他の機能】●車室内を高品位に彩るブルーLEDイルミネーション●画面の明るさを自動調整する「オートディマー機能」
●スマートフォンをUSB形状端子に接続することで、給電（1A）しながらの映像再生が可能●モニターの角度は、同乗者の視点に合わせて前後に調整可能●モニター周囲を保護するシリコン製「モニターカバー」を同梱

● 夜間にも安心なホワイトLEDルームランプを装備。　　　　　　　　● メインユニットの様々な機能も操れる、多機能リモコンを付属※1。
● HDMI接続など、幅広い機器に対応※2。

● 大画面10.1V型ワイドモニターにXGAパネルを搭載。
● リアシートで高精細な映像にゆったりと浸る。
● 前席のディスプレイと独立した映像を楽しめる。
● 薄型デザインで、多彩な車種のシートに取付けられる。

TVM-FW1040-B/FW1030-B/-S

TVM-PW1000T/PW1000

■モニター本体の取付・配線や取外しには、専門技術と経験が必要です。車への取付・配線・取付場所の変更は、安全のため必ず販売店に依頼してください。■フリップダウンモニターを取付ける車両により、ディスプレイを開いた状態でバックミラーの視界が妨げられる場合があります。
その場合はディスプレイを閉じるか、または角度調整を行い後方確認を行ってください。※1 赤外線リモコン対応機種の操作が可能となります。16年モデルサイバーナビなど、BluetoothⓇ Smartリモコン対応機種ではご使用になれません。対応機種はカロッツェリア ホームページ

（carrozzeria.jp）にてご確認ください。本機のリモコンをカーナビゲーションなどメインユニットへ向けて操作してください。※2 HDMI機器との接続はHDMI接続ケーブル「CD-HM051」（別売）が必要です。※3 取付の際には付属の「モニターカバー」を使用してください。本体を取付けできる
のはシャフト間の幅が110mm～169mm、シャフト径が14mmまでの車種です。※4 HDMI機器との接続はHDMI接続ケーブル「CD-HM020」（別売）などが必要です。※5 iPhone、iPod（Lightning）を接続する場合は、別途Apple社製「Lightning - Digital AVアダプタ」が必要です。
またAndroid（MHL端子）との接続は、「CD-MUV220」（別売）、Android（HDMI端子）との接続は、「CD-HUV220」（別売）が必要です（付属のUSB変換ケーブルは使用しません）。※6 取付金具で取付けできるのはシャフト間の幅が123mm～189mm、シャフト径が14mmまでの車種
です。※7 取付金具は左座席専用です。左座席の右側にモニターを設置するように取付けてください。詳しくは販売店にご相談ください。※ モニターの詳細についてはカロッツェリア ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

シートごとにお気に入りの映像に浸れる
プライベートモニター。

10.1V型ワイドXGAプライベートモニター（2台セット）

TVM-PW1000T
オープン価格＊  NEW 6月発売予定

9V型ワイドVGAプライベートモニター（2台セット）

TVM-PW910T
オープン価格＊  NEW 6月発売予定

9V型ワイドVGAプライベートモニター（2台セット）

TVM-PW900T
オープン価格＊

10.1V型ワイドXGAプライベートモニター

TVM-PW1000
オープン価格＊  NEW 6月発売予定

9V型ワイドVGAプライベートモニター

TVM-PW910
オープン価格＊  NEW 6月発売予定

9V型ワイドVGAプライベートモニター

TVM-PW900
オープン価格＊

HIGH HIGH LOW ※3

10.2V型ワイドVGAフリップダウンモニター

TVM-FW1020-B
オープン価格＊　（リモコン付属）

NEW 6月発売予定

10.1V型ワイドXGAフリップダウンモニター

TVM-FW1040-B
オープン価格＊　（リモコン付属）

10.2V型ワイドVGAフリップダウンモニター

TVM-FW1020-S
オープン価格＊　（リモコン付属）

10.2V型ワイドVGAフリップダウンモニター

TVM-FW1030-B/-S
オープン価格＊　（リモコン付属）

よりクオリティの高い音でドライブを彩る。

スピーカー

パワーアンプ 小型でカンタン設置、出音が劇変する。

ユニットサブウーファー より深く、キレのある低音が響く。

質感あふれる音でドライブがより心地よくなる。フロントスピーカー

リアスピーカー 広がる音場感で車室内が快適な空間になる。

パワードサブウーファー 質の高い低音で音楽も映画も迫力が増す。

圧倒的な高画質がリアエンタテインメントを創り出す。

モニター

インテリアと美しく調和し、
豊かな音と鮮やかな色を放つ。

内装と一体化する薄いフォルム
からクリアなサウンドを放つ。

優れた取付性でスペースを活かし、
豊かなサウンドで満たす。

サテライトスピーカー
TS-STX510 
希望小売価格12,000円（税別/2個1組）

2ウェイサテライトスピーカー
TS-STH700 
希望小売価格30,000円（税別/2個1組）

2ウェイサテライトスピーカー
TS-STH1100  
希望小売価格35,000円（税別/2個1組）

豊かな音楽再生力を追求した、
極上のフラッグシップモデル。

17cmセパレート2ウェイスピーカー
TS-V173S NEW  2017年6月発売予定
希望小売価格60,000円（税別/4個1組）

17cmセパレート2ウェイスピーカー
TS-C1730S NEW  2017年6月発売予定  
希望小売価格32,000円（税別/4個1組） 

17cmセパレート2ウェイスピーカー
TS-C1736S NEW  2017年6月発売予定  
希望小売価格32,000円（税別/4個1組） 

先進のテクノロジーを結集した、
セパレートタイプモデル。

セパレートスピーカーならではの、
リアルな音場を手軽に再現。

17cmセパレート2ウェイスピーカー
TS-F1730S  
希望小売価格 15,000円（税別/4個1組） 

手軽に音質を向上させる、
超小型パワーアンプ。

車室内に広がる重低音を、
手軽にプラスする。

豊かな低音を手軽に
追加できる薄型サブウーファー。

独自のテクノロジーを凝縮し、
迫力に満ちた重低音が響き渡る。

専用設計エンクロージャーで、
迫力の重低音を最大限に引き出す。

サブウーファーを迫力の重低音で響かせる
ハイパワーのデジタルパワーアンプ。

20cm×13cmパワードサブウーファー
TS-WX120A  
希望小売価格18,000円（税別/1個）

新開発DSPを搭載し、
2つのモードを味わえる。

16cm×2パワードサブウーファー
TS-WX70DA   
希望小売価格39,000円（税別/1個）

TS-W2520専用エンクロージャー
UD-SW250D
希望小売価格10,000円（税別/1個）

25cmサブウーファー
TS-W2520
希望小売価格25,000円（税別/1個）

100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ
GM-D1400Ⅱ 
希望小売価格16,000円（税別/1個）

600W×1・モノラルパワーアンプ
GM-D7100
希望小売価格20,000円（税別/1個）

18cm×10cm×2パワードサブウーファー
TS-WH500A 
希望小売価格25,000円（税別/1個）

その他機能等の詳細は、弊社ホームページ（carrozzeria. jp）をご覧ください。

■注意事項に関しては裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。■画面などの表示や写真、風景はハメコミ合成でイメージです。色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。
■本機で表現する全ての機能は、周囲の安全を保証するものではありません。必ず実際に目視で安全を確認しながら走行してください。

スピーカー、サブウーファー等のラインアップについて、詳しくはカーオーディオ&ビジュアルカタログまたは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

高音質インナーバッフル プロフェッショナルパッケージ（16、17cm対応）

簡単・確実に音を引き出す。インナーバッフル

「強く」×「重い」メタルインナーバッフルで、ドアの音響環境を総合的に改善。

UD-K611
希望小売価格10,000円（税別）

トヨタ/ダイハツ/AUDI/VOLVO車用 17cm

UD-K612
希望小売価格10,000円（税別）

日産/スズキ/マツダ車用 17cm

UD-K613
希望小売価格10,000円（税別）

ホンダ車/BMWミニ用 17cm

UD-K614
希望小売価格10,000円（税別）

ホンダ/三菱/日産車用 17cm

UD-K615
希望小売価格10,000円（税別）

スバル車用 17cm

UD-K616
希望小売価格10,000円（税別）

スズキ/VW/日産/マツダ車用 17cm

UD-K617
希望小売価格10,000円（税別）

マツダ/フォード車用 17cm

UD-K618
希望小売価格13,000円（税別）

トヨタ車用 17cm

UD-K619
希望小売価格9,000円（税別）

ダイハツ/トヨタ車用16cm

16cm

16cm

＊ドア2枚分1セット

16cm

16cm

16cm

16cm

16cm

16cm

当社は、日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品に、このロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。
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乗車中、衝撃などを検知し
その後ドライバーの意思
が確認できなかった場合、
あらかじめ登録された家族
や知人へ画像や位置情報
などを自動でメール送信※2。
すばやく状況を確認し対応
できます。

フロントカメラにより、走行中
の 映 像を撮 影。「高 画 質 録 画
設計」により前方車両のナン
バープレートまでしっかり記録
します。また、SDXC（別売）※対応
により、長時間の動画を記録
することが可能。長距離ドライブ
でも安心です。

◀サンバイザー
　取付用ブラケット

◀リアガラス
　取付用ブラケット

◀汎用取付用
　ブラケット

※SDメモリーカードは、8GBから256GBまで対応しています。

サイバーナビ連携タイプ

サイバーナビ連携タイプ

サイバーナビ連携タイプ

「スマートループ渋滞情報™」や「フリーワード検索」など、各種通信を使った機能やオンラインコンテンツが利用可能なデータ通信
専用の通信モジュール（通信料3年分付）。

※通信を開通した月から最大3年間（ご利用開始日から当月末までの日数分＋35ヶ月間）無料です。

データ通信専用通信モジュール

ND-DC2
希望小売価格25,000円（税別）

対応機種 「AVIC-CL900/CW900/CZ900/CE900AL/CE900VE/CE900VO/
　　　　  CE900NO/CE900ES/CE900ST/CW700/CZ700」等

■サイバーナビ／楽ナビと組合わせて、カーナビ本体から録画や再生などの機能が
操れる「ドライブレコーダーリンク」機能に対応。

■小型設計ですっきりスマートに取付けられる、カメラ部と本体部のセパレートタイプ。
■高解像度207万画素CMOSセンサーとフルHD録画への対応により、高画質での記録が可能。
■エンジンをかけると自動で録画をスタート。衝撃を検知した時に記録された動画や

静止画は、上書きされないよう自動で保護。
■本体内蔵の振動センサーにより、エンジンを切った駐車中に振動を感知すると、

自動で録画・保存する「セキュリティ機能（24時間待機）」を搭載。
　※録画開始までは、振動を検知してから数秒かかります。

ドライブレコーダーユニット

ND-DVR1
希望小売価格20,000円（税別）

スタンドアローンタイプ

マルチドライブアシストユニット

ND-MA1
オープン価格＊

対応機種「AVIC-CL900/CW900/CZ900/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST/CW700/CZ700」

約100万画素の高性能カメラで撮影、解析した前方の風景と
ドライブに必要な情報をナビ画面に重ねて鮮明に表示。逆光
時や夜間でも究極の地図表示と誘導表示を実現し、走行中
の安心をサポートします（P.11-12、15、17参照）。

もしものときもいち早く対応。車両から離れていてもマイカーを見守る。 高画質ドライブレコーダーとしても活躍。

「ドライブレコーダーリンク」機能により、サイバーナビ本体での再生や操作が可能。マニュアル録画の開始やドライブ
レコーダーの設定もカーナビ画面から行えます。

▲ND-DVR1撮影映像
　（パソコン再生）イメージ 

▲急いで映像を確認したい場合も、サイバーナビで
　すぐに再生。※

▲イルミの光る大きな
　キーで簡単操作

■小型設計で車室内に調和するワンボディタイプ。
■高解像度207万画素CMOSセンサーとフルHD録画への対応により、高画質での記録が可能。
■エンジンをかけると自動で録画をスタート。衝撃を検知した時に記録された動画は、

イベントフォルダに保存。
■本体内蔵のバッテリーで、衝撃、または動体検知時に自動で録画・保存する「駐車監視

機能」を搭載。

ドライブレコーダーユニット

ND-DVR10
オープン価格＊

ドライブ中に高画質で録画した映像を、本体のモニターで再生可能。急いで映像を見たい場合も車室内ですぐに確認できます。
また、パソコンと接続して大画面で再生し、後からドライブを振り返ることも可能です。

▲ND-DVR10撮影映像
　（パソコン再生）イメージ 

▲録画中の表示イメージ ▲取付イメージ

死角を逃さず、ドライバーへ伝える。
バックカメラ

安心・安全をトータルで高度に支える。
マルチドライブアシスト／フロアカメラ

「もしも」のときにも安心・便利。
ドライブレコーダー

膨大なリアルタイムの情報をナビに反映できる。
通信

交通システムを活用して、ドライブをより快適にする。
ETC2.0／ETC

より自然な視野角と高画質に加え、取付性にも優れた汎用バックカメラ。バックカメラユニット先進的な運転支援を実現。マルチドライブアシストユニット

サイバーナビと連携し、スマートに取付けられるセパレートタイプ。ドライブレコーダーユニット

手軽に取り付けられるワンボディタイプ。ドライブレコーダーユニット

多彩な通信を利用した機能をサポート。  通信料3年分付。データ通信専用通信モジュール

ETCと新時代のETC2.0サービスに対応。ETC2.0ユニット

フロアカメラユニット

ND-FLC1
オープン価格＊

対応機種「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系＊/
　　　　CW700/CZ700」「AVIC-CE900AL/CE900VE/
　　　　CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST」等

※直射日光の当たるダッシュボード等への取付けはできません。

マルチドライブアシストユニットと組合わせて、ライブカーセキュリティを機能拡張フロアカメラユニット

駐車時のクルマにリスク
が生じると各種センサー
が 衝 撃 などを 検 知して
自動撮影。事前に登録した
メールアドレスへ、画像
を自動送信※1してリスク
の拡大を抑制します。

■各種取付用ブラケット付属

▲フロント＋フロアカメラ撮影イメージ（駐車中） ▲フロアカメラ、サンバイザー取付例▲フロアカメラ撮影イメージ

※「AVIC-CW700/CZ700」との接続には、別売の外部入出力ケーブル「RD-E100（P.29参照）」が必要となります。

MAユニットとフロアカメラを組合わせることで、駐車中のマイカーを見守る「セキュリティ録画/撮影」において、フロント
カメラとフロアカメラの2つのカメラの画像を自動合成した動画と静止画の撮影が可能※3。フロアカメラを接続すること
で、記録できる映像の種類が増加し、リスクへの備えになるだけでなく、風景と人をセットで記録するなど、思い出の保存
にも役立ちます。RCA出力を備えているため、単体使用時はカーナビ本体のVTR入力端子からの映像入力が可能※です。
※別売のAV入力用変換ケーブル「CD-VRM200」が必要となります。長さが足りないときは、別売のミニジャック延長ケーブル（AV用）

「CD-V200ME」をお使いください。 ※「AVIC-CW700/CZ700」との接続には別売のUSB接続ケーブル「CD-U120」（P.29参照）が必要です。ただし、「ND-MA1」と「ND-DC2」を同時に接続する場合「CD-U120」は不要となります。

料金所も、スムーズに通過。ETCユニット

ETC2.0ユニット

ND-ETCS10
オープン価格＊

カーナビの種類や有無にかかわらずETC2.0サービスが利用
可能なスタンドアローンタイプのETC2.0ユニット。ITSスポット
から取得する安全運転支援等の情報提供サービスを、音声で
案内します。また、新たに導入されるサービスにも随時対応して
いく予定です。

GPS付発話型スタンドアローンタイプ

ETCユニット

ND-ETC8
NEW  2017年5月発売予定
オープン価格＊

カロッツェリアのカーナビ本体との接続
でETC利用履歴表示やETCカードの挿入
状態・有効期限をお知らせする音声ガイド
など便利な機能を搭載。小型化により省
スペースデザインも実現しています。

ETCユニット

ND-ETC20 
オープン価格＊

スタンドアローンタイプ カーナビの種類や有無にかかわらず
使用可能なスタンドアローンタイプ
のETCユニット。安心の音声案内機能
を搭載するとともに、12V車はもちろん、
24V車にも対応しています。

対応機種 
「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系＊/CW700/CZ700」等

バックカメラユニット※4※5

ND-BC8Ⅱ
希望小売価格13,000円（税別）

KK-Y201BC

■バックカメラ接続用取付キット ※「ND-BC8Ⅱ」、「ND-BC8」専用です。 

KK-Y201BC  希望小売価格6,500円（税別）

KK-Y202BC  希望小売価格6,500円（税別）

KK-Y204BC  希望小売価格7,000円（税別）
上記適合車種については、2017年3月現在の情報です。

トヨタ ヴォクシー/ノア（ハイブリッド含む）［H26/1～現在］、
エスクァイア（ハイブリッド含む）［H26/10～現在］
トヨタ アルファード/
ヴェルファイア（ハイブリッド含む）［H27/1～現在］
トヨタ エスティマ［H28/6～現在］

「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系＊/CW700/CZ700、AVIC-CE900ST-M/CE900STを除く
AVIC-CE900系＊」等と「ND-BC8Ⅱ」、「ND-BC8」を車両内配線を利用して接続できる※6 配線キットと
バックカメラを純正取付位置に設置するための専用ブラケット同梱した取付キットです。

■バックカメラ接続用配線キット ※「ND-BC8Ⅱ」、「ND-BC8」専用です。 
「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系＊/CW700/CZ700」等と「ND-BC8Ⅱ」、
「ND-BC8」を車両内配線を利用して接続できる※6配線キットです。

KK-Y202BC KK-Y203BC

KK-Y203BC 希望小売価格5,500円（税別）
トヨタ プリウスα［H23/5～現在］、ウィッシュ［H24/4～現在］
※「ND-BC8Ⅱ」、「ND-BC8」に同梱のブラケットを利用して任意の
位置に固定します。また、配線を車内に通すため、穴あけ加工等
が必要な場合があります。
上記適合車種については、2017年3月現在の情報です。

高性能なCMOSセンサーを新たに採用し、色合い、シャープネスを徹底的にチューニング。視野角も様々な
角度を検証し、最適化を施しました。また、より目視に近い自然な高画質の実現や太陽・街灯など周囲より極端
に明るい被写体を映した際に発生するスミア（白飛び）のないクリアな画像を実現しています。また、カメラ部
からコネクタまでのケーブル長を3mに変更したことで、ハーネスカバー内を小型のコネクタで配線できるので、
取付も容易。カメラ位置が3段階で固定できる取付ブラケットの採用など取付性の向上も実現しています。

▲ 昼間 ▲ 夜間 ▲ 駐車アシスト線表示例
サイバーナビ（AVIC-CL900系/CW900系/
CZ900系/CE900系＊/CW700/CZ700等）

なら、駐車アシスト線表示でしっかり
サポート。

対応機種
「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系＊/CW700/CZ700」等

※接続には別売のカメラ端子変換コネクター
「RD-C200」（P.29参照）が必要です。

ETC2.0ユニット

ND-ETCS1
NEW  2017年5月発売予定
オープン価格＊

■ETC2.0サービス
全国の高速道路で利用できます。広域な道路交通情報をリアル
タイムに把握できる渋滞回避支援情報や、危険事象や落下物など
を知らせる安全支援情報などのサービスが提供されています。

サイバーナビに接続すれば、ETC機能に加え、全国の高速道路などに設置されているITSスポットと通信して情報を取得するETC2.0サービスが利用できます。

■道路交通情報(図形/音声/カーナビが利用する情報)
■前方障害物情報(図形/音声)  ■前方状況情報（静止画/音声） 
■渋滞末尾情報(図形/音声)  ■ハイウェイラジオ情報（音声） ※単独では使用できません。

対応機種 
「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系＊/CW700/CZ700」等

＊AVIC-CL900系 ： AVIC-CL900-M/CL900、 AVIC-CW900系 ： AVIC-CW900-M/CW900、 AVIC-CZ900系 ： AVIC-CZ900-M/CZ900
　AVIC-CE900系 ： AVIC-CE900AL-M/CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-M/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST

［通信料無料期間の終了を迎えるお客様へ］ 通信期間更新用UIMカードは、P.29「UIM-2」をご覧ください。

その他の対応機種および機能等の詳細は、弊社ホームページ（carrozzeria. jp）をご覧ください。

■注意事項に関しては、裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。※1 別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」が必要となります。※2 別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」、もしくはスマートフォンでの通信接続設定（Wi-Fi
テザリング、またはBluetoothⓇテザリング）が必要です。ただし「AVIC-CW700/CZ700」はWi-Fiテザリング非対応です。※3 「ライブカーセキュリティ」の「セキュリティ録画/撮影」では、フロントカメラのみもしくはフロアカメラのみの録画/撮影はできません。
※4 後退時には、直接目視により周囲の安全を確認してください。※5 本機は広角レンズを使用しているため実際の距離間隔とは異なります。またカメラ内部に雨滴などが付着、また夜間や暗い場所など、使用状況により画像が低下する場合があります。
また本機は障害物確認のための補助手段として使用し、安全のため直接周辺の確認を行いながら運転してください。※6 別売のカメラ端子変換コネクター「RD-C200」も必要となります。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※本機はすべての状況において映像の記録を保証するものではありません。重大事故などで、電源が断たれた場合、映像が記録できません。また、記録されているデータが破損してしまう可能性があります。本機の故障や本機を使用することで
生じた損害、および記録された映像やデータの破損による損害については弊社は一切責任を負いません。本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。※本機で記録した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写
体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。また、本機をイタズラなどの目的では使用しないでください。これらの場合については弊社は一切責任を負いません。※運転者は走行中に操作しないでください。
前方不注意となり事故の原因となりますので、操作は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。※商品写真および取付例はすべて撮影用のイメージです。※各画面写真の色および仕様については実際と異なる場合があります。
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2017年3月現在■ iPhone、iPod接続情報　　

オーディオ
再生

iPhone/iPod用USB変換ケーブルセット
「CD-IU021」※1

iPhone/iPod付属ケーブル+ 
USB接続ケーブル「CD-U420」※1※2（ ）

ソフトウェアバージョン

接続ケーブルまたはアダプター
iPod touch iPod nano

◎

1.0.1
第5世代

9.2.1 10.0.2
第6世代 第7世代型　　番

10.0.2 10.0.2

iPhone 6、
iPhone 6 Plus

iPhone 5、
iPhone 5s、iPhone 5c

10.0.2

iPhone 6s、
iPhone 6s Plus

10.0.2

iPhone SE

◎ ※4、6 ◎ ※4、5、6 ◎ ※3、4、5、6 ◎ ※3、4、5、6 ◎ ※3、4、5、6 ◎ ※3、4、5、6 ◎ ※3、4、5、6

10.0.2

iPhone 7、
iPhone 7 Plus

その他の機種の接続情報については、弊社ホームページ(carrozzeria.jp)をご覧ください。
※1 「AVIC-CL900-M/CW900-M/CZ900-M/CL900/CW900/CZ900/CE900AL-M/CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-M/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST」に同梱されているUSB接続ケーブル

（CD-U120相当）は使用しません。 ※2 ケーブルを車内に常設する場合、LightningコネクターのiPhone、iPodは別売のiPhone/iPod用USB変換ケーブル「CD-IU010：希望小売価格4,000円（税別）」、30ピンドックコネクターのiPhone、iPodは別売の
iPhone/iPod用USB変換ケーブル「CD-IU51：希望小売価格3,000円（税別）」をお使いください。 ※3 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。 ※4 ポッドキャスト・

オーディオブックの選択/再生時に動作が不安定になったり、一部機能が制限される場合があります。 ※5 楽曲やビデオ再生時、場合によっては
正常に動作しないことがあります。 ※6 シャッフル再生が正常に動作しない場合があります。

※iPhone、iPodの動作に関しては保証致しかねますのでご了承ください（iPhone、iPod再生時の動作は
iPhone、iPodソフトウェアに依存しており、生じる症状によっては弊社機器では対応できない場合があります）。
詳細については弊社ホームページ(carrozzeria.jp)をご覧ください。※使用時にiPhone、iPodのデータ等が消失
した場合でも、その補償については責任を負いかねますのでご了承ください。※iPhone、iPod本体や付属の
ケーブル、Apple社製アダプタなどを車室内に放置しないでください。高温により変形・変色したり、故障する
恐れがあります。

◎：メインユニット（またはカーナビ等モニター部）の表示部は全角（漢字/かな/カナ/英数）と半角（英数）の
　  タイトル表示が可能です。また選曲や絞込みなどiPhone、iPodと同じ感覚で操作が可能です。

AVIC-CL900-M/CW900-M/CZ900-M/CL900/CW900/CZ900/
CE900AL-M/CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/

CE900ES-M/CE900ST-M/CE900AL/CE900VE/CE900VO/
CE900NO/CE900ES/CE900ST/CW700/CZ700

内蔵メモリー容量

高音質パーツ一部非搭載

BluetoothⓇ Smartモジュール非搭載

Wi-Fiモジュール非搭載

HDMI入出力非搭載

ネットワークモード非対応

オートタイムアライメント＆オートイコライザー非対応

別売の外部入出力ケーブル対応

USBケーブル(CD-U120相当品)非同梱

16GB(900系は、32GB)

サウンドマスタークロック回路が非搭載となります。

「サイバーナビ専用スマートコマンダー」、「リアスマートコマンダーアプリ」、「オートセキュリティストップ機能」、「別売MAユニット用スマートキーホルダー」が非対応となります。

Wi-Fiテザリング（Wi-Fiテザリングを利用したスマートループ渋滞情報TMの取得など）、「スマートアップデート(差分更新)」によるバージョンアップ、「スマートアップデート for 

カロッツェリアアプリ」が非対応となります。

※バージョンアップ方法（オービスライブ含む）は、パソコンを使用してオーナーズリンクよりSDメモリーカード（別売）へダウンロードしての対応となります。

リアクルーズモード時のミラーリングビューなどHDMI関連の入出力が非対応となります。

オーディオ・DSP部のネットワークモードには対応しておりません。スタンダードモードのみの対応となります。

マニュアルでの設定は可能です。

オーディオのRCA（サブウーファー出力除く）出力使用時、MAユニット接続時は、別売の外部入出力ケーブル「RD-E100」が必要となります。

データ通信専用通信モジュール「ND-DC2」、USBデバイスを接続する場合は、別売のUSB接続ケーブル「CD-U120」が必要となります。

バージョンアップ関連

ミュージッククルーズチャンネル関連

バージョンアップは有償対応※となります。バージョンアップSD送付サービスは非対応となります。

※バージョンアップは「MapFanスマートメンバーズ：年会費5,000円(税別)」への加入または、「SD更新版(有償)」での対応を予定しております。

※「MapFanスマートメンバーズ」を最大1年間無償で体験できる優待券が同梱されています。

「replayⓇ」1年間分の使用権は付属しておりません。「年間3,000円（税別）」になります。

その他の仕様については、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

■ 900系と比較した場合の［AVIC-CW700/CZ700のハードウェア仕様・機能およびサービス差異］
［主な仕様・機能差異］

［主なサービス差異］

AVIC-CL900系＊ AVIC-CW900系＊、
AVIC-CZ900系＊ AVIC-CE900系＊ AVIC-CW700/CZ700

13バンドグラフィックイコライザー

画面サイズ

画素数

方式

バックライト

タッチパネル

表示色数

本体（取付）寸法

本体ノーズ寸法

本体部

［オーディオ・DSP部］

［モニター部］

［外形寸法］

［質量］

［共通部］

［DVD/CDプレーヤー部］

［USB部］

［SDメモリーカード部］

［Bluetooth部］

［Wi-Fi部］

［地上デジタルTVチューナー部］

［GPSアンテナ］ 

スピーカーセッティング

ローパスフィルター
（サブウーファー出力）

ハイパスフィルター

タイムアライメント

スピーカーセッティング

サブウーファー
（ローパスフィルター）

Mid

High（ハイパスフィルター）

タイムアライメント

スタンダード
モード

ネットワーク
モード

最大消費電流：10A

最大出力：50 W×4ch

プリアウト最大出力レベル：2.2V

<周波数>：50 /80/125/200 /315/500/800/1.25k/2k/3.15k/5k/8k/12.5k [Hz]<調整幅>：±12［ dB］（2dB/step）

<調整幅>：-24dB～+10dB(1dB/step)

<カットオフ周波数>：25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]<スロープ：フロント>：-6/-12/-18/-24/-30/-36dB/oct.
<スロープ：リア>：-6/-12/-18/-24/-30/-36dB/oct.<位相>：NORMAL/REVERSE

<カットオフ周波数>：25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]<スロープ>：-6/-12/-18/-24dB/oct.

0cm～350cm（2.5cm/step）

SN比(IHF-A network)：<DVD/CD>100dB(1kHz)、ダイナミックレンジ：<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz)、高調波歪率：0.009%(1kHz)

USB規格：USB2.0 High Speed、USBクラス：マスストレージクラス、最大供給電流：1A、最大メモリ容量：16GB、ファイルシステム：FAT16/FAT32 

SPEED CLASS：Class2/4/6/10、フォーマット：Ver.3.0、最大メモリ容量：512GB(SDXC使用時)、ファイルシステム：FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)

Bluetoothバージョン：Bluetooth4.1、出力(BR/EDR)：最大+4dBm(Power Class2)

放送方式：地上デジタル放送方式(日本)、受信チャンネル：470～710MHｚ(UHF13ch～52ch)、TVアンテナケーブル長：左4m、左上4m、右4m、右上4m

GPSアンテナケーブル長：3.6m 

AVIC-CE900系/CL900系:2,764,800画素［水平1280×垂直720×3（RGB）］、AVIC-CW900系/CZ900系/CW700/CZ700:1,209,600画素［水平840×垂直480×3（RGB）］

TFTアクティブマトリクス方式

LED光源

静電容量方式

1,677万色（Real 8bit）

AVIC-CL900系：200(W)×126(H)×165(D)[mm]、AVIC-CW900系/CW700：206(W)×104(H)×161(D)［mm］、AVIC-CZ900系/CZ700：178(W)×100(H)×165(D)[mm]

AVIC-CL900系：190(W)×121(H)×20(D)[mm]、AVIC-CW900系/CW700：197(W)×97(H)×14(D)[mm]、AVIC-CZ900系/CZ700：171(W)×97(H)×21(D)[mm]

AVIC-CE900AL/VE：3.4kg、AVIC-CE900VO/NO/ES/ST：3.5kg、AVIC-CL900系：2.4kg、AVIC-CW900系/CW700：2.3kg、AVIC-CZ900系/CZ700：2.2kg

ー

ー

ー

7V型ワイドVGA10V型ワイドXGA7V型ワイドVGA8V型ワイドXGA

<調整幅>：-24dB～+10dB(1dB/step)

<カットオフ周波数>：25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]
<スロープ>：-6/-12/-18/-24/-30/-36dB/oct.<位相>：NORMAL/REVERSE

<ローパスフィルター：カットオフ周波数>：1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k[Hz]
<ハイパスフィルター：カットオフ周波数>：25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]
<スロープ>：-6/-12/-18/-24dB/oct.<位相>：NORMAL/REVERSE

<カットオフ周波数>：1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k[Hz]
<スロープ>：-6/-12/-18/-24dB/oct.<位相>：NORMAL/REVERSE

0cm～350cm（2.5cm/step）

出力(Smart)：最大+5dBm

対応規格：IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)、対応チャンネル：1-11ch、出力：＋18dBm
セキュリティ方式：OPEN/WEP/WPA（Personal）/WPA2（Personal）

■ 仕様一覧表

＊ AVIC-CL900系：AVIC-CL900-M/CL900、 AVIC-CW900系：AVIC-CW900-M/CW900、 AVIC-CZ900系：AVIC-CZ900-M/CZ900
AVIC-CE900系：AVIC-CE900AL-M/CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-M/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST

サイバーナビ「AVIC-CL900-M/CL900」8V型カーナビゲーション取付キット（別売）

スマートコマンダーホルダー（別売）

サイバーナビ「AVIC-CW900-M/CW900/CW700」用取付キット(別売)

フリップダウンモニター用取付キット（別売）※

5,000円

5,000円トヨタ
ダイハツ

ダイハツ
スバル

トヨタ
ダイハツ
スバル

RD-Y101DK

6,000円

RD-Y102DK

KJ-D201DK

6,000円 KJ-D202DK

トヨタ
ダイハツ

6,000円 KJ-D205DK
6,000円 KJ-D206DK NEW

スズキ

ダイハツ

日　 産
三 　 菱 5,000円 KJ-N101DK

5,000円 KJ-S101DK

6,000円 KJ-S102DK スバル

日　産
5,000円 KJ-N102DK
6,000円 KJ-N103DK
6,000円 KJ-N104DK NEW
5,000円 KJ-F101DK
5,000円 KJ-F102DK

6,000円 
6,000円 

KJ-D203DK
KJ-D204DK

メーカー 型 番 希望小売価格（税別） メーカー 型 番 希望小売価格（税別） メーカー 型 番 希望小売価格（税別） メーカー 型 番 希望小売価格（税別）

メーカー 型 番 希望小売価格（税別） 対 応 車 種 メーカー 型 番 希望小売価格（税別） 対 応 車 種

3,000円

3,000円

5,000円
3,000円
3,000円
2,500円

ホンダ

日　産 セレナ（S-HYBRID含む）［H22/11～H28/8］
プリウスα［H23/5～現在］
メビウス［H25/4～現在］
フリースペース取付用

N-BOX（カスタム含む）［H23/12～現在］※1

N-BOX＋（カスタム含む）［H24/7～現在］※1

N-BOX SLASH［H26/12～現在］※1※2

フィット（ハイブリッド含む）［H25/9～現在］※３

AD-SC01

AD-SC04

AD-SC02
AD-SC03
AD-SC03
AD-SC05

トヨタ
ダイハツ
汎用

トヨタ スズキ

ホンダ

日　産

ダイハツ

スバル

三　菱

メーカー 型 番 対 応 車 種希望小売価格（税別） メーカー 型 番 対 応 車 種希望小売価格（税別）

KK-Y101FD

KK-Y102FD＊5＊7

KK-Y103FD

KK-Y104FD

KK-Y105FDL＊2

KK-Y105FDM＊2

KK-Y106FD

KK-Y107FDL
KK-Y107FDM

KK-Y108FD

KK-Y109FDL NEW
KK-Y109FDM NEW
KK-N101FD
KK-N102FD＊1＊8 NEW

アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む）［H20/5～H27/1］
ノーマルルーフ車/ツインムーンルーフ車対応
エスティマ（ハイブリッド含む）［H20/12～現在］ 
ヴォクシー/ノア［H19/6～H26/1］ ツインムーンルーフ無車用
ヴォクシー/ノア（ハイブリッド含む）［H26/1～H28/1］ ツインムーンルーフ付車は除く
エスクァイア（ハイブリッド含む）［H26/10～H28/1］ ツインムーンルーフ付車は除く
ハイエース/レジアスエース［Ｈ16/8～現在］ 

「TVM-FW1040-B、TVM-FW1030-B/-S」用
ハイエース/レジアスエース［Ｈ16/8～現在］「TVM-FW1020-B/-S」用
アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む）［H27/1～現在］
ノーマルルーフ車/ツインムーンルーフ車対応
シエンタ［Ｈ27/7～現在］「TVM-FW1040-B、TVM-FW1030-B/-S」用
シエンタ［Ｈ27/7～現在］「TVM-FW1020-B/-S」用
ヴォクシー（ハイブリッド含む）/ノア（ハイブリッド含む）/
エスクァイア（ハイブリッド含む）［Ｈ28/1～現在］
タンク/ルーミー[H28/11～現在]
タンク/ルーミー[H28/11～現在]
セレナ（S-HYBRID含む）［Ｈ22/11～H28/8］ パノラミックルーフ無車用
セレナ［Ｈ28/8～現在］

14,000円

12,000円
12,000円

14,000円

14,000円

14,000円

16,000円

16,000円
16,000円

14,000円

16,000円
16,000円
12,000円
15,000円

KK-H101FD
KK-H103FD＊1＊3

KK-H104FDL
KK-H104FDM
KK-H105FD＊1＊3＊4

KK-H106FDL＊9＊10 NEW
KK-S101FD
KK-S102FD
KK-S103FDL＊6

KK-S103FDM＊6

KK-M101FD
KK-D101FDL
KK-D101FDM
KK-D102FDL
KK-D102FDM
KK-Y109FDL NEW
KK-Y109FDM NEW
KK-Y109FDL NEW
KK-Y109FDM NEW

ステップワゴン（スパーダ含む）［H21/10～H27/４］スカイルーフ無車用
オデッセイ［H25/11～現在］
N-BOX（カスタム含む）［H23/12～現在］「TVM-FW1040-B、TVM-FW1030-B/-S」用
N-BOX（カスタム含む）［H23/12～現在］「TVM-FW1020-B/-S」用
ステップワゴン（スパーダ含む）［H27/４～現在］
フリード（フリード＋含む）［H28/9～現在］「TVM-FW1040-B、TVM-FW1030-B/-S」用
スペーシア（カスタム含む）［H25/3～現在］
ワゴンR（スティングレー含む）［H24/9～現在］、ハスラー［H26/1～現在］
ソリオ［H27/8～現在］「TVM-FW1040-B、TVM-FW1030-B/-S」用
ソリオ［H27/8～現在］「TVM-FW1020-B/-S」用
デリカD:5［H19/1～現在］ トリプルパノラマルーフ無車用
タント（カスタム含む）［H25/10～現在］「TVM-FW1040-B、TVM-FW1030-B/-S」用
タント（カスタム含む）［H25/10～現在］「TVM-FW1020-B/-S」用
ウェイク［H26/11～現在］「TVM-FW1040-B、TVM-FW1030-B/-S」用
ウェイク［H26/11～現在］「TVM-FW1020-B/-S」用
トール[H28/11～現在]
トール[H28/11～現在]
ジャスティ[H28/11～現在]
ジャスティ[H28/11～現在]

12,000円
12,000円
12,000円
12,000円
12,000円
14,000円
14,000円
12,000円
15,000円
15,000円
12,000円
16,000円
16,000円
16,000円
16,000円
16,000円
16,000円
16,000円
16,000円

スズキ

日　産

ダイハツ

マツダ

スバル

VW

メーカー 型 番 対 応 車 種希望小売価格（税別）パネル色 メーカー 型 番 対 応 車 種希望小売価格（税別）パネル色

トヨタ

ホンダ

KLS-Y801D

KLS-Y802D

KLS-Y803D

KLS-Y804D
KLS-Y805D
KLS-Y806D

KLS-Y807D

KLS-Y808D
KLS-Y809D
KLS-Y810D
KLS-Y811D NEW
KLS-Y812D NEW
KLS-D802D
KLS-H801D
KLS-H802D

KLS-H803D

KLS-H804D

KLS-H805D

KLS-H806D
KLS-S801D
KLS-S802D
KLS-N801D
KLS-N801D

KLS-N802D NEW

プリウス［H23/12～H27/12］※1

プリウスPHV［H24/1～現在］
プリウスα［H23/5～H26/11］※2

ヴォクシー/ノア（ハイブリッド含む）［H26/1～現在］
エスクァイア（ハイブリッド含む）［H26/10～現在］
アクア［H23/12～現在］※2※3※11

アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む）［H27/1～現在］
プリウスα［H26/11～現在］※2

アクア［H26/12～現在］※2※6※11

シエンタ［H27/7～現在］※2※7

プリウス［H27/12～現在］
エスティマ（ハイブリッド含む）［H28/6～現在］
アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む）［H20/5～H27/1］
タンク/ルーミー［H28/11～現在］※12※13

ピクシス メガ［H27/7～現在］
フィット（ハイブリッド含む）［H25/9～現在］※2

ヴェゼル（ハイブリッド含む）［H25/12～現在］
N-BOX（カスタム含む）［H23/12～H27/2］※2※4

N-BOX ＋（カスタム含む）［H24/7～H27/2］※2

N-WGN（カスタム含む）［H25/11～現在］
N-BOX（カスタム含む）［H27/2～現在］※2

N-BOX ＋（カスタム含む）［H27/2～現在］※2

N-BOX SLASH［H26/12～現在］※2※5

ステップワゴン（スパーダ含む）［H27/4～現在］
ワゴンR（スティングレー含む）［H24/9～現在］
スペーシア（カスタム含む）［H25/3～現在］※2

ランディ（S-HYBRID含む）［H22/12～H28/8］
セレナ（S-HYBRID含む）［H22/11～H28/8］

セレナ［H28/8～現在］

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円
20,000円
20,000円

20,000円

15,000円
20,000円
20,000円
20,000円
20,000円
20,000円
15,000円
15,000円

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円
20,000円
20,000円
20,000円
20,000円

22,000円

シルバー

ブラック（ラメ入り）
ピアノブラック/
シルバー 2トーン
黒系（シボ入り）
ブラック（メタリック調）
ブラック（ラメ入り）
ピアノブラック/
黒系（シボ入り）2トーン
ピアノブラック
ブラック（メタリック調）
ブラック（メタリック調）
ピアノブラック
ブラック（メタリック調）
シルバー
ピアノブラック
ピアノブラック
ピアノブラック/
シルバー 2トーン
ピアノブラック

ピアノブラック/
シルバー 2トーン

ピアノブラック
ピアノブラック
ピアノブラック
ピアノブラック
ピアノブラック
ブラック（メタリック調）/
シルバー 2トーン

KLS-D801D

KLS-D802D

KLS-Y802D

KLS-D803D

KLS-Y806D
KLS-Y812D NEW
KLS-S801D
KLS-S802D
KLS-F801D

KLS-D803D

KLS-Y812D NEW
KLS-VW801D

タント（カスタム含む）［H25/10～H27/5］※8

タント（カスタム含む）［H27/5～現在］※8※9

ウェイク［H26/11～現在］
ハイゼット キャディー［H28/6～現在］
メビウス［H25/4～H26/11］※2

ムーヴ（カスタム含む）［H26/12～現在］

メビウス［H26/11～現在］※2

トール［H28/11～現在］※12※13

フレア（カスタムスタイル含む）［H24/10～H29/3］
フレアワゴン［H25/4～現在］※2

レガシィ B4/レガシィ アウトバック［H26/10～現在］

ステラ（カスタム含む）［H26/12～現在］

ジャスティ［H28/11～現在］※12

ゴルフⅥ、ザ・ビートル他※10

20,000円

20,000円

20,000円

25,000円

20,000円
20,000円
20,000円
20,000円
22,000円

25,000円

20,000円
22,000円

ブラック（メタリック調）

シルバー

ブラック（ラメ入り）
ピアノブラック/
シルバー 2トーン
ブラック（ラメ入り）
ブラック（メタリック調）
ピアノブラック
ピアノブラック
ブラック（ヘアライン調）
ピアノブラック/
シルバー 2トーン
ブラック（メタリック調）
黒系

※1 H21/5～H23/12の車両はパネルの色が合わない（黒系）ため、適用外としておりますが、取付けは可能です。
※2 ナビ本体を取付ける際には、車両側の一部加工が必要となります。車両への取付けを行う場合には、販売店にご相談ください。
※3 H26/12以降の車両は「L」グレードのみ対応。「G”G’s”」はパネルの色が合わない（2トーン）ため適用外としておりますが取付けは可能です。
※4 マイクロアンテナ車用です。フロントルーフサイドアンテナ付車は取付けできません。
※5 サウンドマッピングシステム付車は取付不可。
※6 「L」グレード、「G”G’s”」を除く。
※7 車両クラスター（エアコン部含む）の面より、ナビ本体のモニター面が25mmほど突出した取付けとなります。下部は、モニター部と
　　その周囲の枠が表面に出ますが、車両のエアコン吹き出し口やハザードスイッチの形状・機能を保つデザインとしています。
※8 オートエアコン（プッシュ式）標準装備車にのみ対応。
※9 別途、KLS-D801D用 シフトゲートパネル「KJ-D801AP：3,500円（税別）」が必要となります。
※10 Start/Stopシステム(アイドリングストップシステム)付車の場合、作動時にACCラインの電源供給が不安定になり、本体が

再起動することがあります。
※11 ドライバーの視点によっては、エアコンパネルの上部が見えにくくなる場合があります。同梱パネル下部にはエアコン操作を

妨げないための切欠きを設けております。
※12 キットに同梱のパネルと車両クラスターの色調は異なります。
※13 メーカーオプションのCD・AM/FMラジオ付車は未調査。
＊取付車種のグレードや仕様、メーカーオプション、ディーラーオプションの装備品等によっては取付けられない場合があります。
※上記適合車種については、2017年3月現在の情報です。

＊取付車種のグレードや仕様、ディーラーオプションの装備品等によっては取付けられない場合があります。
＊写真はイメージです。色および仕様等は実際と異なる場合があります。
＊色はいずれも黒系のみです。
※1 アームレストコンソール付車を除く。 
※2 サウンドマッピングシステム付車は除く。
※3 アームレスト付センターコンソールボックス標準装着車用。ただし、運転席・助手席シートヒーター付車は除く。

※上記適合車種については、2017年3月現在の情報です。

※別途、加工取付による車両への固定を前提としたフリップダウンモニター加工取付用ブラケット「KK-W101FD」（希望小売価格7,000円（税別））をご用意しております。取付けの際、ヘッドライニングとの間に隙間が空いてしまう場合、フリップダウン加工取付用
トリムカバー［TVM-FW1040-B、TVM-FW1030-B/-S用］「KK-W102FDL（希望小売価格7,000円（税別））」、または［TVM-FW1020-B/-S用］「KK-W102FDM（希望小売価格7,000円（税別））」を加工して隙間を埋めることも可能です。

■加工取付用ブラケットおよびフリップダウン加工取付用トリムカバーはすべての車種への取付けを可能にするものではありません。
＊1 ヘッドライニングを下さずに取付作業を行った場合には、モニター本体の前後に各2ヶ所ルーフキャップが付きます。＊2 ノーマルルーフ車またはミドルルーフ車の、リヤクーラー装備車に取付けできます。＊3 サイドエアバッグシステム装備車の場合、
純正部品「アッパクリップ（91561-TV1-E11）」1個が必要になります。＊4 アシストグリップを取外す際、作業上破損する可能性が高いため、純正部品「キャップA（83244-TY2-A01ZJ）」、「キャップB（83245-TY2-A01ZJ）」を事前にご用意いただくこと
をお奨めします。＊5 メーカーオプションのナビゲーション装着車の場合、車両側にフリップダウンモニターを固定するためのブラケットが装備されていないため、取付けできません。＊6 メーカーオプションのメモリーナビゲーションには接続できません。
＊7 H20/12～H28/6の大型ムーンルーフ付車は未調査。＊8 車両の仕様によっては取付キット付属の「かんたん接続ハーネス」が利用できない場合があります。その場合はフリップダウンモニター付属の「電源・AVインターフェースケーブル」を使用します。
＊9 車両のルームランプ取付部分を利用して固定する仕様です（車両のルームランプは取外すことになり使用できなくなります）。フリップダウンモニターのホワイトLEDルームランプで代用できます。＊10 サイドエアバッグシステム装着車の場合、純正部品

「アッパクリップ（91561-T8N-T01）」1個が必要になります。
※取付車種のグレードや仕様、ディーラーオプションの装備品等によっては取付けられない場合があります。
※上記適合車種については2017年3月現在の情報です。

順次対応車種拡大予定。取付キットや対応車種について、
最新情報は弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

取付適合車種は、販売店に確認して頂くか、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）内
「カロッツェリア車種別JUST FIT Web」の車種別情報ページにてご確認ください。

スマートコマンダーホルダーについて、
詳しくは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

順次対応車種拡大予定。取付キットや対応車種について、 
最新情報は弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。 
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詳細市街地図 （シティマップ）  P.14
スカイビュー  P.14
夜間モード  P.14
文字拡大表示 　　　　　　　  　    
一方通行表示
ハイウェイモード  P.14
ツインビュー  P.14
AVサイドビュー  P.14
地点登録
名称検索
フリーワード検索  P.15
サジェスト入力  P.15
よく行くランキング 　　　　　
住所検索（件数）
電話番号検索（総件数）

周辺検索
営業時間考慮周辺検索
ジャンル検索　　　　　　　　 　
ガススタ価格情報
駐車場満空情報
充電スポット検索
テレビdeみ～た

スマートループ渋滞情報™

渋滞予測データ
VICS / FM多重放送受信
VICS WIDE

スーパールート探索  P.15

ETC割引考慮ルート探索  P.15
渋滞考慮ルート探索 （スマートループ）
渋滞予測ルート探索
渋滞考慮オートリルート（スマートループ）
ルートアドバイザー
スマートIC考慮ルート探索
リアル交差点イラスト表示
アローガイドモード
都市高速入口イラスト表示
高速道路分岐イラスト表示
SA/PAイラスト表示
ETCレーン表示
高速出口後 方面イラスト表示
方面看板情報表示
レーン情報表示
立体交差側道イラスト表示
細街路案内※3

オートパーキングメモリー
セーフティインフォメーション

フリーワード音声検索

リアルタイムプローブ™対応
蓄積型プローブ対応

スマートループ アイ

スマートアップデート（差分更新）  P.18

全データ更新  P.18
自車位置精度専用システム  P.14

「GPS・みちびき※5・グロナス・SBAS」対応  P.14

6軸3Dハイブリッドセンサー  P.14

自車位置測位方法  P.14
10Hz測位
ARスカウタービュー  P.17
  P.17
  P.17
  P.17
  P.17

  P.15

  P.17

ライブカーセキュリティ  P.17

  P.17
  P.17

  P.17

ドライブレコーダー  P.18
  P.18

  P.18

アクシデントインフォ  P.17

マイセットアップ
ETC対応  P.24
ITSスポット対応  P.24

ビルや家屋の形までもわかる、50m～10mスケールの詳細地図を表示できます。（900系：全国1,335都市、700系：全国1,336都市）
高い視点から先にある交差点や道路の形状を把握できます。
夜になると現実の風景に合わせて地図表示のモードを変更します。
地図画面に表示される文字を大きく表示するかどうかを設定できます。
ノーマルビューなどの100m～10mスケールで地図上に矢印で表示します。
高速道路走行時の専用地図表示。SA/PA、ICなどの施設までの距離、料金などを表示します。
地図画面を左右に2分割し、異なるアングルやスケールを同時に表示できます。
AVソースをメインに表示してナビゲーションできます。
任意の地点を登録。後で素早く呼び出したり、詳細情報の設定、編集が出来ます。（400件：自宅を除く）
行きたい場所や施設を部分的なワードから推測して候補を表示。情報を絞り込んで素早く検索できます。
お店の名前がわからなくても、場所、ジャンルなどのワードを入力することで検索できます。※1 ［本体のバージョンによってプログラムアップデートが必要となります。※33］
検索ワードを入力すると、訪問回数の多い上位15位を部分一致も含めて表示すると同時に、「変換候補」も表示します。
よく検索する場所をランキング形式で表示し、探す手間を大幅に削減できます。
住所を頼りに「○丁目○番地○号」までピンポイントで検索できます。（900系：約3,960万件、700系：約3,970万件）※2
電話番号を入力し、検索できます。（900系：約2,875万件、700系：約2,815万件）
収録電話番号内のお店や個人宅へピンポイント検索が可能です。（900系：約2,150万件、700系：約2,100万件）※2
個人宅をピンポイントで検索できます。（900系：約1,970万件、700系：約1,920万件）※2
全国のタウンページデータを収録。店舗やスポットをピンポイントで検索できます。（900系：約725万件、700系：約715万件）※2
自車位置や任意の場所の周辺施設を検索することができます。
施設によって、営業時間を考慮して周辺施設を検索することができます。
豊富なジャンルから施設を検索できます。また、エリアで絞込むこともできます。
通信を利用し、周辺のガソリンスタンドを価格情報などとともに検索できます。※1 ［本体のバージョンによってプログラムアップデートが必要となります。］
通信を利用し、特定の駐車場の場所とともに満空情報も表示できます。※1 ［本体のバージョンによってプログラムアップデートが必要となります。］
自車位置周辺の普通充電器や急速充電器の設置スポットを検索することができます。
そのとき旬な情報やテレビ番組で紹介された新着スポットを参考に目的地を探せます。 ［本体のバージョンによってプログラムアップデートが必要となります。※33］
他ユーザーから提供された実際の走行データを活用。
通信を利用しVICSでは非対応の道路までの広範囲かつ正確な渋滞情報を取得し表示します。※1
過去の渋滞を基に独自の渋滞予測データを収録。
都道府県単位の広域エリアのVICS情報を受信し表示します。
FM多重放送を利用した「VICS WIDE」の情報を受信し表示できます。
リアルタイムな交通情報と独自の蓄積データをもとにサーバー上で演算処理し、最適なルートを提案します。※1
 ［本体のバージョンによってプログラムアップデートが必要となります。※33］
そのルートを走行するときの料金をサーバーから取得し、より効率的なルートを提案します。※1 ［本体のバージョンによってプログラムアップデートが必要となります。※33］
スマートループ渋滞情報™を考慮。より早く着くルートを探索できます。※1
本体に収録された渋滞予測情報を基に、将来の渋滞を考慮して探索できます。
スマートループ渋滞情報™を活用し、突発的な渋滞などが発生した場合、新たなルートを再探索。新ルートとして提案します。※1
ルート案内中に渋滞情報やルート履歴を考慮して、新しい候補ルートを提供します。
ETC専用のインターチェンジ「スマートIC」を考慮してルート探索できます。
複雑に入り組んだ交差点は緻密でリアルなイラストでスムーズに誘導します。（107交差点［473ヶ所］）
交差点までの残りの距離と曲がる方向を矢印でわかりやすく誘導します。
ルート上の都市高速入口の手前でその場所を模したイラストを表示します。（全国434施設［684ヶ所］）
高速道路の分岐やジャンクションなどをイラストと方面看板で表示します。（900系：分岐・3,497ヶ所、ジャンクション・全国706ヶ所、700系：分岐・3,514ヶ所、ジャンクション・全国717ヶ所）
ハイウェイモードにおいてSA/PA内の施設情報をイラストで表示します。（900系：全国655ヶ所、700系：全国661ヶ所）
ETCユニットの有無に関わらず、地図上にETCレーンのイラストを表示します。（900系：全国994施設 1,160ヶ所、700系：全国1,014施設、1,184ヶ所）
高速道路の出口料金所を通過後、進行方向をイラストで表示します。（900系：全国280ヵ所、700系：全国282ヶ所）
ルートの有無に関わらず、一般道の方面を方面看板の形状で表示します。
案内ルートを走行中、推奨レーンを矢印で表示します。
一般道で立体交差の側道を立体的に描写したイラストを表示します。（900系：全国2,198ヶ所、700系：全国3,362ヶ所）
細街路のルート案内中（ピンク色で道塗り表示しているルート）においても、次の案内地までの距離と曲がる方向を拡大図などの表示と効果音で案内します。
駐車場の入口まで誘導するだけでなく、出口が異なる駐車場では、収録済みの出口データを使用したルート探索ができます。（約1,217,700件）
ヒヤリハット地点、一時停止地点、冠水注意地点、ゾーン30など、運転中に気になるポイントや区域を地図上に表示します。
行きたい場所に関するキーワードを発声すると、外部サーバーで音声を認識・分析し、検索結果を画面に表示します。※4

［本体のバージョンによってプログラムアップデートが必要となります。］
通信を利用し、参加ユーザーから走行データなどリアルタイムな情報を収集。ドライブに役立つ情報に加工して配信し、還元するシステムです。
ナビ本体に蓄積された走行データなどの情報を参加ユーザーから収集。ドライブに役立つ情報に加工して配信し、還元するシステムです。
高速道路のジャンクション、主要な交差点、人気スポットの駐車場入口など、これから行く先の状況を画像で確認できます。※7
ただし、スマートループアイスポット周辺検索など一部の機能については、本体のバージョンによってプログラムアップデートが必要となります。

専用アプリ「スマートアップデート for カロッツェリア※8」を使用してバージョンアップデータをスマートフォン※8にダウンロード※9し、Wi-Fi経由でカーナビ
に転送することができます。
パソコンを使って全てのデータをダウンロードし、別売のSDメモリーカード※10を介してサイバーナビのバージョンアップを行えます。
自車位置精度の演算のみに使用する専用CHIPを中枢とする、自車位置精度専用システムを搭載。
米国の「GPS」、日本の準天頂衛星「みちびき」、ロシアの衛星測位システム「グロナス」、GPSの補正データ「SBAS」から位置情報を受信し、高精度な自車
位置を測位します。

「上下」「左右」「回転」方向の加速度・角速度の合計6軸の高精度なセンサーにより車両の挙動を細かくセンシングし、自車位置を極めて正確にトレース
します。
GPS電波が届かない場所での方位ズレや自車位置の誤差を抑え、極めて正確な位置精度を実現します。
自車位置を1秒間に10回測位し、精度のさらなる向上を実現します。
実写映像に情報を重ねて直感的にナビゲートすることで、運転中の安全を支援します。
前方を走行している車両を捕捉し、「ターゲットスコープ」を表示。推定車間距離と車間時間に連動して色や形状がリアルタイムに変化します。
前方車両との推定車間距離を表示し、適正な車間距離を通知します。
前方車両との車間時間が縮まると、表示と効果音でドライバーに警告します。
停車時に自車が前方車両より先に発進してしまった場合、表示と効果音でドライバーへ警告します。

「ヒヤリハット地点」を右折する際に前方車両が発進した後、自車が動き出すタイミングに効果音で注意喚起し、安全確認を促すことで事故を未然に
抑制します。
停車時に前方車両の発進に気づかない場合、表示と効果音で前方確認への注意を促します。
高速道/一般道を走行中、無意識でのふらつき運転などを表示と効果音で注意を促します。
クルマが停車すると前方の赤信号を捕捉。青信号への変化を検知すると、画面上に「前方確認」メッセージが表示されます。※11
路上にペイントされた信号機のない横断歩道があることを示す道路標示を認識し、表示と効果音で注意を促します。
駐車中などクルマに人がいなくても、多彩なセンサやドライブレコーダー技術・ネットワーク技術により、マイカーに生じたリスクを記録しドライバーへ
知らせます。
駐車中に振動などを検知すると、車外を約20秒間自動で録画・撮影。そのときの状況を後から確認できます。
駐車中に振動などを検知すると、撮影した静止画をあらかじめ登録したメールアドレスに自動送信します。※12
専用アプリ※8をインストールしたスマホ※8や別売のMAユニット用スマートキーホルダー「CD-SK1」により、ライブカーセキュリティ機能を一時停止
できます。
走行中の風景を高画質で記録。高度な画像認識を実現し、HD（1280×720p）解像度にまで対応しています。
クルマに加わった衝撃を検知すると、映像を自動で保存。合計30秒分※13の記録を後から確認できます。
前方の風景をHD画質でワンタッチ保存できます。さらに、専用アプリ「ドライブアシスト」※8がインストールされたスマートフォン※8を利用して、最新
10件の画像データをBluetoothで一括してワイヤレス転送できます。

走行中、衝撃などを検知しその後ドライバーの意思が確認できなかった場合、位置情報や撮影画像をあらかじめ登録されたメールアドレスへ自動送信
※1します。
画面や音声に従い、簡単に初期設定が可能。自分好みにカスタマイズできます。
別売のETCユニット「ND-ETC8」を接続することで、有料道路での自動料金収受システムを利用できます。
別売のETC2.0ユニット「ND-ETCS1」を接続することで、ETCに加え、現在提供されている全国の高速道路のETC2.0サービスを利用できます。

訪問宅データ件数
うち ピンポイントの件数
タウンページデータ件数

ターゲットスコープ
推定車間距離表示
前方車両接近警告
誤発進警告

右折時つられ発進検知

前方車両発進検知表示
レーンキープサポート
赤信号検知表示
横断歩道予告検知表示

セキュリティ録画・撮影
セキュリティインフォ

オートセキュリティストップ機能

イベント録画
ドライブフォト撮影/
フォトシェアリング

そ
の
他

■サイバーナビソフト機能一覧表

機 能 掲 載
ページ 機 能 説 明項　目　名

700系＊
非対応
または
非搭載

700系＊
非対応
または
非搭載

掲 載
ページ 機 能 説 明

■サイバーナビ /ＡＶ機能一覧表

大容量のフラッシュメモリー（AVIC-CL900系/AVIC-CW900系/AVIC-CZ900系/AVIC-CE900系：32GB、AVIC-CW700/CZ700：16GB）に高度なプログラムや豊富な
データを収録しています。
モニター部と操作部が一体化して前面を覆うフル電動スライドです。
AVIC-CL900系：8V型ワイドXGA液晶（Lumina HDパネル）、AVIC-CW900系/AVIC-CZ900系/AVIC-CW700/CZ700：7V型ワイドVGA液晶（Luminaパネル）、
AVIC-CE900系：10V型ワイドXGA液晶（Excel Lumina HDパネル）。
液晶の表示に必要な背面からの光にLEDを使用。LEDは安定性や応答性に優れ、厳しい環境の車室内での動作や動きのある映像にもしっかり追従。
AVサイドビューを選択すると、ナビ画面とAVソース画面の同時表示ができます。
画面に写し出された映像を見やすく表現するため、表示の明暗を調整します。
各種通信機能が利用できるデータ通信専用通信モジュールを同梱（通信料3年分付）。AVIC-CL900/CW900/CZ900/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/
CE900ES/CE900ST/CW700/CZ700は別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」が必要です。
スマートフォン※14のWi-Fi機能を利用し、ワイヤレスでの高速データ転送を可能にします。
対応のスマートフォン※14を介して通信接続し、多彩な機能を利用できます。
スマートコマンダー、リアスマートコマンダーアプリ、MAユニット用スマートキーホルダーとの通信を行います。
本体キー/タッチパネル/リモコン（オプション）により、ナビやAVソースなどの操作が行えます。
検索時のリスト表示画面などで、インデックスを上下にドラッグし、直感的に目当ての項目を探せます。
渋滞や規制などの有用な情報を画面上に割り込み表示すると同時に、音声で読み上げて通知します。
スポットウォッチャー(ライブインフォによる、駐車場満空情報、スマートループ アイの通知機能)は、本体のバージョンによってプログラムアップデートが必要となります。
探している施設のロゴマークや安全運転情報などから、任意の情報だけを地図に重ねて表示できます。
画面上部を下にフリックするだけで、地図のビュー変更やルートの確認、「よく行くランキング」などよく使う機能を簡単に呼び出して操作できます。
スクロールしたカーソル位置付近の施設を捕捉して名称を表示し、地図上から施設検索を簡単に行えます。
手元に設置したスマートコマンダーで、カーナビに触れることなくナビやAVの操作を行えます。BluetoothⓇ Smartの採用により、車室内のどこからでもサイバー
ナビをコントロールできます。
クルマのギアをバックレンジに入れると、連動してバックカメラの映像を映し出します。※15
外部のAV機器の音声や映像を3.5φミニジャック（4極）にて本体に入力することができます。※16
RCA入力付きの別売リアモニターと接続し、後席でDVDビデオなどを楽しむことができます。（1系統）※17
プリアウト出力に別売外部アンプ等を接続し、システム発展が可能です。（F/R/SW）※32 or （Hi/Mid/SW）
デジタルムービー/カメラやポータブルBDプレーヤーなどと接続できます。
フリップダウンモニター「TVM-FW1040-B」や、プライベートモニター「TVM-PW1000T」などのリアモニターに高精細の映像を出力することができます。
USBデバイスやデータ通信専用通信モジュール等を接続することが可能な入力端子です。※18
別売のケーブルやアダプターと接続する専用端子で、車両の純正ステアリングリモコンからの本体操作が可能になります。AVIC-CE900系にはケーブルを
同梱しています。
DVDやCDのデジタル信号をそのままDSPへ伝送し、DSP部ではハイビット伝送・処理し、音楽信号（原音）を極めて正確に伝達します。※19
信号読み取り時に発生するジッター成分を排除し、微細な音もみずみずしく再現します。
ノイズが少なくチャンネルセパレーションにも優れ、精細な調整能力によりスピーカーの能力を最大限に引き出し、乱れのない自然な音のつながりを
実現します。
S/N比を高めることで歪感を大きく低減し、よりクリアな音で再現します。
MP3等のフォーマットへの圧縮時にカットされた音の成分を独自のデジタル処理により補間し、圧縮オーディオをCDに迫る高音質で楽しむことができます。
Bluetoothソースにも対応しています。※20

クルマの音響特性を測定し、タイムアライメントやイコライジング等、そのクルマに適したチューニングを自動で行います。
ボタン一つで簡単に、あらゆるクルマを音楽再生に最適な音響空間へ変貌させます。※21
各スピーカーからリスニングポジションまでの距離を調整することで、音声の到達時間を補正し、音像の定位や全体的なバランスを調整することができます。
車室内の音響特性や楽曲のジャンル、リストの好みに合わせて周波数特性のコントロールを行うことができます。
あらかじめ用意されたイコライザーカーブ（SUPERBASS/POWERFUL/NATURAL/VOCAL/FLAT）の中から、お好みのイコライザーカーブを選択すること
ができます。
お好みに合わせて設定したイコライザーカーブをCUSTOMに登録することができます。
走行速度に応じて音量をリアルタイムで自動補正し、快適な聴き心地を保ちます。※車速信号入力線を接続している際に機能します。
異なる音量レベルで収録されたコンテンツの出力レベルを一定に揃え、快適な再生を実現します。※20
メディアやソフトのジャンルに最適な臨場感あふれる音響空間を創り上げることができます。
カットオフ周波数とスロープの設定値をそれぞれ細かく調整し、スピーカーの能力を最大限に引き出せます。ドライバーシートの出力に特化すれば、
2chソースの音を極限まで向上。また、マルチアンプ・マルチスピーカーシステムまで幅広く対応が可能です。
地上デジタルTV放送（12セグ/ワンセグ）を視聴できます。
視聴中の放送局エリアから外れても、中継局や系列局を自動的に選局して切換え。同じ番組を見続けられるエリアを拡大します。
※系列局では同一番組を放送しているとは限りません。
カーナビの自車位置と連動し、その地域の放送局を自動で受信します。
別のチャンネルで延長番組が放送されるときに自動的にチャンネルを切換え、同じ番組を見続けられます。
新聞のテレビ欄のような見やすい表示の番組表を、直接タッチして選局できます。（受信放送局表示の機種では番組表表示はありません。）
放送局名を漢字/かな/カナ/英数で表示します。
DVDビデオの再生に対応しています。
ビデオモード/VRモードの再生が可能です。また、DVD-R DL（2層式）での再生も可能です。
WMA/MP3/AACファイルの再生が可能です。
AVIファイルの再生が可能です。 
DVDのメニュー表示に直接タッチするだけで操作が可能です。
CD-DAの再生に対応しています。
WMA/MP3/AACファイルの再生が可能です。
AVIファイルの再生が可能です。
WMA/MP3/AAC/WAV/FLACファイルの再生が可能です。FLAC/WAV：192kHz/24bitまでのハイレゾ音源ファイルのダウンサンプリング再生に対応＊しています。
WMV/MPEG4（.avi/.mp4/.m4v）/H.264ファイルの再生が可能です。
JPEGファイルの表示が可能です。
ファイル（（WMA/MP3/AAC/FLAC）/ファイル名表示（WAV））に記録されているタイトルなどの表示が可能です。※24
iPhone、iPodに収録された音楽の再生が可能です。※25※26
WMA/MP3/AAC/WAV/FLACファイルの再生が可能です。FLAC/WAV：192kHz/24bitまでのハイレゾ音源ファイルのダウンサンプリング再生に対応＊しています。
WMV/MPEG4（.avi/.mp4/.m4v）/H.264ファイルの再生が可能です。
JPEGファイルの表示が可能です。
ファイル（（WMA/MP3/AAC/FLAC）/ファイル名表示（WAV））に記録されているタイトルなどの表示が可能です。※24
膨大な楽曲をネットワークを通して、多彩な音楽チャンネルから再生し、車で楽しめる車載用音楽ストリーミング機能です。※27
200万曲以上の楽曲を取りそろえ、多彩な切り口のチャンネルを常時提案します。
再生中の曲に対して属性を付与し、最大24種類ものレコメンドチャンネルを自動生成。気分や好みに応じて乗換えられます。
自分の好みに合う属性をiPhoneもしくは、スマートフォン(Android)本体で最大3個組み合わせて、独自のチャンネルを作成・登録できます。特選チャンネル、
レコメンドチャンネルのチャンネルを登録することも可能です。

ドライブ中の環境変化に合わせて提案されるチャンネルから選んで乗換えることが可能。「オートライブレコメンド」に設定すれば、提案されるチャンネルへ
自動で乗換え続けられます。 ［本体のバージョンによってプログラムアップデートが必要となります。※33］
接続したスマートフォンに保存されている楽曲を、ミュージッククルーズチャンネルとして再生可能。 ［本体のバージョンによってプログラムアップデートが必要となります。※33］
車室内の音響設定を「CLUB」「SING」「FES LIVE」「LIVE HOUSE」の4つから選択できます。
BluetoothのAVプロファイルに対応したスマートフォンなどの楽曲データの再生が可能です。
CDの音楽を聴きながら楽曲データを最大約8倍速で別売の SDメモリーカードに自動録音します。※31
CDの楽曲データを高音質で自動録音します。※31
SDメモリーカードに録音した楽曲に、ナビ本体内のデータベースから付与したタイトルやアーティスト名などの情報を表示。
ナビ本体内にデータがない場合は、通信を使っての取得も可能です。
受信した電波をデジタル変換し、隣接妨害やマルチパスの影響を大幅に低減。走行時でもクリアな聴き心地を保ちます。
別売のリアモニターで、前席と同じ映像ソースを再生することが可能。サイバーナビで再生しているAVソース※28やナビ画面※29、さらにはMAユニットで
取り込んだ走行映像※6を後席でも視聴できます。
前席と後席でそれぞれ違うAVソースを再生できます※30。
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デジタルダイレクト伝送
サウンドマスタークロック回路  P.15
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データ通信専用通信モジュール

Wi-Fiモジュール
BluetoothⓇモジュール
BluetoothⓇ Smartモジュール

バックカメラ入力端子
ミニジャック端子（AUX入力）
RCA端子（リアモニター用）
RCA端子（プリアウト）

プリセットイコライザー

ユーザーメモリー

DVDビデオ再生

DVD-R/RW再生  
 
DVDメニューダイレクトタッチ
音楽CD再生

CD-R/RW再生※22

ファイル再生

タイトル表示
音楽再生

ファイル再生

タイトル表示

特選チャンネル
レコメンドチャンネル

マイチャンネル

ライブレコメンド/オートライブレコメンド

ライブラリーモード
シーン切換え

AACフォーマット（標準：256Kbps）
AACフォーマット（高音質：320Kbps）

CDDBタイトル表示（日本語対応）

フロントリンクモード

リアセパレートモード

ビデオモード/VRモード
音楽ファイル
動画ファイル

音楽ファイル
動画ファイル
音楽ファイル
動画ファイル
静止画ファイル

音楽ファイル
動画ファイル
静止画ファイル
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ー
ザ
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ー
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※1 Wi-Fi対応またはBluetoothのPANプロファイル対応のiPhoneやスマートフォン（Android）もしくは携帯電話か、同梱または別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」 などの通信環境が必要です（AVIC-CW700/CZ700はWi-Fi
による通信には非対応）。利用は無料ですが、通信料はお客様負担となります。※2 一部ピンポイント検索できない場合があります。※3 ピンク色で道塗り表示される細街路においても、ルート案内中は次の案内地までの距離と曲がる方向が表示
されます。表示方法は一般道（緑で道塗り表示される道路）と同じです。（ARスカウタービュー/アローガイド/交差点拡大図）にて表示可能。また音声案内も行います。※4 同梱または別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」、もしくは
Bluetooth（PANプロファイル対応）接続したスマートフォンが必要です。※5 現在、受信できる時間帯には制限があります。※6 同梱または別売のマルチドライブアシストユニット「ND-MA1」との接続が必要です。AVIC-CW700/CZ700は別売
の外部入出力ケーブル「RD-E100」も必要です。※7 画像のアップロードには 同梱または別売のマルチドライブアシストユニット「ND-MA1」が必要です。マルチドライブアシストユニットを接続していない場合、通信を利用した受信のみ可能と
なります。※8 対応スマートフォンおよび専用アプリについて、詳しくは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。※9 ダウンロードデータ量は最大で2.5GB程度必要になるため、データをダウンロードする際はWi-Fiを推奨します。
アプリケーションのダウンロードやバージョンアップ、データダウンロード時などは大容量のデータを送受信し、パケット通信料が高額になる恐れがあるため、Wi-Fi環境でのご利用をおすすめします。また、LTEもしくは3G通信をご利用される
場合はパケット定額サービスなどのご利用を強くおすすめします。※10 別売のSDメモリーカード16GB以上が必要です。※11 検知するのは赤信号から青信号への変化のみ。矢印式信号機は検知しません。※12 同梱または別売のデータ通信
専用通信モジュール「ND-DC2」をMAユニットに接続する必要があります。※13 衝撃を検知した時点から10秒、さかのぼって20秒。※14 対応スマートフォンは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。※15 RCA端子出力のある汎用
バックカメラを接続する場合は別売のカメラ端子変換コネクター「RD-C200」が必要です。※16 AUX入力端子（3.5φミニジャック）は本体背面にのみ装備され、延長ケーブルは付属していません。別売ミニジャック延長ケーブル（AV用）「CD-V200ME」

（2m）をあらかじめ接続しておく必要があります。※17 ナビの画像はリアモニターに表示できません。※18 AVIC-CL900系/AVIC-CW900系/AVIC-CZ900系/AVIC-CE900系は付属の接続ケーブルを使用します。AVIC-CW700/CZ700は別売のUSB

接続ケーブル「CD-U120」が必要です。※19 対応ソースはCD、DVD、MSV/SD、USB、iPhone、iPod（デジタル）、Bluetooth Audio、HDMI（AVIC-CW700/CZ700を除く）。※20 アドバンスド・サウンドレトリバーとオートレベルコントロールの併用はできません。
※21 別売の音響特性測定用マイク「CD-MC1」が必要です。※22 オリジナル編集されたCD-R/RWディスクの再生が可能です。但し、再生可能なCD-R/RWディスクは“音楽録音用CDレコーダー”で録音された“音楽録音用CD-R/RWディスク”に限ります。
※23 MacOS経由で音楽ファイルをSDメモリーカードやUSBデバイスへ保存する場合、音楽ファイルとは別の管理ファイルが作成されます。このファイルは車載機では再生できませんのでご注意ください。※24 記録するフォーマットによっては、英数の
表示となります。また、ディスク/トラック/アーティストはMP3ではID3タグ、WMA/AACではテキストデータが記録されている場合に表示されます。ただし、タイトル入力時の文字コードによっては正確に表示されないことがあります。※25 iPhone、iPodの
接続には、別売のケーブル等が必要となります。詳しくは「iPhone、iPod接続情報」をご覧ください。※26 iPhone、iPodの音楽を再生するには、iPhone、iPod付属のケーブルが使用できます。（一部iPodを除く）詳しくは「iPhone、iPod接続情報」をご覧ください。
※27 株式会社レコチョクが運営する音楽ストリーミングサービスreplayⓇ（年間税別￥3,000）への登録が必要です。ただしAVIC-CL900系/AVIC-CW900系/AVIC-CZ900系/AVIC-CE900系はreplayⓇ使用権1年分付のため、初回使用日から1年間費用が発生
することなく本機能を使用できます。700系は、「replayⓇ」1年分の使用権は付属しておりません。「年間3,000円（税別）」になります。また、ご使用には専用アプリがインストールされた対応端末（iPhoneもしくは、スマートフォン（Android））が必要です。
※28 対応AVソース：「TV」「DVD」「SD(映像)」「USB1(映像)」「USB2(映像)」「HDMI（AVIC-CW700/CZ700を除く）」「AUX」。ただし「HDMI」ソースは「HDMI」出力からのみ映像出力され、「RCA」出力はできません。※29 HDMI出力端子にHDMIケーブルが
接続されているときのみ使用できます。AVIC-CW700/CZ700は非対応です。※30 対応AVソース：「TV」「DVD」「SD(映像)」「USB1(映像)」「USB2(映像)」。また、ナビ本体画面で「AVサイドビュー」選択時は使用できません。※31 ノンストップCDは非対応です。
曲間で音が途切れます。※32 AVIC-CW700/CZ700は別売の外部入出力ケーブル「RD-E100」が必要です。※33 プログラムアップデートについて詳しくは、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。■「replayⓇ」は、株式会社レコチョクの登録
商標です。■その他の機能については弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。 2827

＊700系：AVIC-CW700/CZ700
＊本体のバージョンによって、プログラムアップデートが必要となります。

AVIC-CW700/CZ700で別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」を使って通信機能を利用する際およびUSBデバイスを接続する際には、別売のUSB接続ケーブル「CD-U120」が必要となります。



■注意事項に関しては、裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。※1 iPhone、iPod等の対応機種や接続に必要な別売ケーブルについては、iPhone、iPod接続情報（P.25～26）をご覧ください。※2 接続には別売のApple社製のアダプター等が必要となります。詳しくは、
弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。※3 接続するシステムにより別売のケーブル「CD-UV020M」や「CD-V200ME」等が必要となります。※4  接続するポータブル機器等によっては配列が異なり、使用できない場合があります。※5  この商品は株式会社カナック企画製
です。これらの商品の仕様に関するお問い合わせは、販売店または株式会社カナック企画 TEL03-5660-1234（受付時間  平日9:00～12:00、13:00～17:00＜土･日･祝日･休日設定日を除く＞）までお問い合わせください。★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。 3029

企画・製作：株式会社 三栄書房OPTION/SSR委員会
※1 最新データへのバージョンアップが必要です。※2  「AVIC-H9990/H9900」等では使用できません。パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（サイバーナビ用）」にて、同様の内容の「オービスライブ」をご購入いただけますのでこちらをご利用ください。 
※3 ご購入いただくには、最新の全データ更新が必要となります。※4 オービスライブはダウンロード用です。オービスライブをご購入いただくには「ナビスタジオ（サイバーナビ用）」のアップデートマネージャーが必要です。＊ねずみ捕りポイントは
表示されません。＊バージョンアップした場合は、該当するOption「オービスROM/オービスライブ」をご利用ください。＊バージョンアップを行うと、お手持ちの機器にインストールされたオービスデータがクリアされます。バージョンアップ後に
オービス機能をお使いいただくためには、新しい地図データに対応したOption「オービスROM/オービスライブ」が別途必要となります。

■オービス関連

全国578ヶ所のオービスポイントと
ねずみ捕り目撃ポイント478ヶ所を収録。
オービスポイントをマークで知らせ、
近づくにつれアラーム音でも告知します。

サイバーナビに新たな機能をプラス

※対応機種・対応バージョンならびに、その他のOption「オービスSD/オービスROM/オービスライブ」に関しまして、詳しくは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

Option「オービスライブ」※3,4

CNAD-OP18DL
NEW  発売時期 2017年5月　
希望小売価格2,000円（税別）

Option「オービスSD」
CNAD-OP18SD
NEW  発売時期 2017年5月　
希望小売価格4,800円（税別）

全国578ヶ所のオービスポイントと
ねずみ捕り目撃ポイント478ヶ所を収録。
オービスポイントをマークで知らせ、
近づくにつれアラーム音でも告知します。

Option「オービスROM」※1,2

CNAD-OP18
NEW  発売時期  2017年5月
希望小売価格 3,000円（税別）

2016年モデル対応版

全国578ヶ所のオービスポイントと
ねずみ捕り目撃ポイント478ヶ所を収録。
オービスポイントをマークで知らせ、
近づくにつれアラーム音でも告知します。

■オービス関連情報は、オービスSDの購入以外に
　「MapFanスマートメンバーズ：年会費5,000円(税別)」に加入することで、
　「オービスライブ」(夏・冬の年2回)をご利用いただくことも可能です。

　「MapFanスマートメンバーズ」について詳しくは「P.18」をご覧ください。

※1 AVIC-H9990/H9900/H9000では「オービスROM」は使用できません。パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（サイバーナビ用）」を使ってダウンロードで購入する同内容のオービスライブ「CNAD-OP18DL」が使用できます。※2 書換え作業はHDDをお預かり
してから7日間程度を予定しておりますが、一時的に書換え作業が集中した場合などは、7日を超える場合があります。（ダウンロード版を除く）※3バージョンアップ後は、学習ルート・登録道データ・オートリルート履歴・登録リルート地点・壁紙カスタマイズ
はクリアされます。また、任意に設定された項目は初期設定に戻ります。※4 バージョンアップ時には、お客様がご自身でHDDナビゲーションに登録された情報内容については、これを保持するよう細心の注意を払って書換え作業を行ないますが、配送中
の衝撃などにより消去される可能性があるため情報内容の保証は致しかねます。あらかじめご了承ください。重要なデータは、あらかじめバックアップを取っていただきますようお願い致します。※5 「商品付属分バージョンアップ SD送付サービス

（有償）」「商品付属分マップチャージ SD送付サービス（有償）」の書込み作業は10日間程度を予定しておりますが、一時的に書込み作業が集中した場合等は、10日間を超える場合があります。※6 2016年4月1日施行分までの市区町村合併に対応
（2015年10月時点でデータ取得可能なもの）。※7 「商品付属分バージョンアップ SD送付サービス（有償）」「商品付属分マップチャージ SD送付サービス（有償）」には更新用SDメモリーカードが含まれています。※8 各種「ナビスタジオ」の対応OS、動作

環境などにつきましては弊社ホームページをご覧ください。※9 「CNAD-OP18DL」は、2017年5月から2017年10月まで配信予定です。2017年10月以降配信予定のオービスライブはご利用になれません。

■バージョンアップを行うと、お手持ちの機器にインストールされたオービスデータがクリアされます。また、現在お使いいただいているOption「オービスROM/オービスライブ/オービスSD」は、収録のオービスデータとバージョンアップ後の新しい地図データ
との不整合により、例えば正常にアラーム音が告知されない、間違った地点でアラーム音の告知がされる等の症状が生じるため、引き続きのご使用はできません。バージョンアップ後にオービス機能をお使いいただくためには、新しい地図データに対応した
Option「オービスROM/オービスライブ/オービスSD」が別途必要となります。■ミュージックサーバーの音楽情報を転送・保管することはできません。 

マップチャージ3年分付はお客様自身がパソコンリンクソフト「ナビスタジオ（サイバーナビ用）」をインストールしたパソコンを使い最新データをダウンロードされることで、追加料金なしで最新データバージョンアップを行うことができるサービスです※8。
「AVIC-ZH0999LS/VH0999S/ZH0999WS/ZH0999S/ZH0999L/VH0999/ZH0999W/ZH0999/ZH0777W/ZH0777」は、2018年4月まで追加料金なしとなります。「商品付属分バージョンアップ SD送付サービス（有償）」「商品付属分マップチャージ SD送付

サービス（有償）」には、更新用SDメモリーカード、各種作業料、送料などの費用が発生するため、有償でのご提供となります。また、お申し込みには、ナビゲーション本体の機種情報（デバイスナンバー等）が必要となります。AVIC-CW700/CZ700の
SD更新版（有償）は、2017年冬頃の発売を予定しています。 ＊バージョンアップを行うとフロント/バックカメラ設定やカスタム設定を再度設定していただく必要があります。＊「CNMK-7500-H」は、AR HUDユニットセットモデル、またはAR 
HUDユニット「ND-HUD3/HUD2/HUD1」をお使いのお客様用です。＊＊「CNSD-7500」は「AVIC-ZH0999LS/VH0999S/ZH0999WS/ZH0999S/ZH0999L/VH0999/ZH0999W/ZH0999/ZH0777W/ZH0777」にもご利用頂けます。 ＊「CNVU-7500DL」の
バージョンアップは、Mac OSには対応しておりません。Mac OSはApple Inc.の登録商標です。

※オービス関連情報は、オービスSDの購入以外に「MapFanスマートメンバーズ：年会費5,000円(税別)」に加入することで、「オービスライブ」(夏・冬の年2回)をご利用いただくことも可能です。「MapFanスマートメンバーズ」について詳しくは「P.18」をご覧ください。

●「CNVU-51000、CNVU-51000DL」はバージョンアップの最終版とさせていただきます。＊「CNVU-51000DL」のバージョンアップは、Mac OSには対応しておりません。Mac OSはApple Inc.の登録商標です。

＊バージョンアップを行うとフロント/バックカメラ設定やカスタム設定を再度設定していただく必要があります。＊「CNVU-6700DL」のバージョンアップは、Mac OSには対応しておりません。Mac OSはApple Inc.の登録商標です。

バージョンアップに必要なお手続きや詳しい手順、ブレインユニットお預かり中やバージョンアップ後の本体動作制限事項や再設定が必要な項目、またお客様の大切な登録データのバックアップ可否や方法については、商品同梱の
スタートブック、バージョンアップ商品関連同梱のバージョンアップ手順書または、弊社ホームページ（http://pioneer.jp/car/v_up/）でご案内しております。バージョンアップ前にご確認ください。

主なバージョンアップ内容やその他バージョンアップソフトについて詳しくは、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

カーナビゲーションを最新データにバージョンアップする
「SD更新版」を「毎年」「定期的」にご自宅までお届け！ ナビ地図定期便コース

❶年1回最新の「SD更新版」
❷「MapFanプレミアム」の利用権
❸オービスROM

❶年1回最新の「SD更新版」
❷「MapFanプレミアム」の利用権

選べる2つのコース

代引き払いの場合、別途手数料400円（税別）がかかります。

ナビ地図＆オービス定期便コース

詳しくはMapFanの
サイトをご覧ください

申込書の
お取り寄せhttp://www.mapfan.com/sp/「MapFanプレミアム」とは

http://www.mapfan.to/23srajF地図更新ソフト送付時期 http://www.mapfan.to/1QhnGeC （お問合せ時間：月～金 10：00～12：00／13：00～17：00
  土日祝祭日、弊社休業日を除く）

年額 9,980円（税別）+ 送料 500円（税別） + 送料 500円（税別）年額 円12,980 （税別）

ポイント1
希望小売価格の

約半額だから

おトク！

ポイント2
発売したら

自動的に届くから

ラク！

ポイント3
常に最新の地図
だからドライブも

安心！ナビ地図定期便
03-3261-7808Webサイトより

お申し込み

■バージョンアップ一覧

サ
イ
バ
ー
ナ
ビ

商品型番/品名 実施時期 提供方法希望小売価格
（税別）

対応オービスSD/
オービスROM/オービスライブ対象機種

※2,3,4,6NEW 2017年7月20,000円CNVU-51000AVIC-VH9990/ZH9990/H9990
AVIC-VH9900/ZH9900/H9900
AVIC-VH9000/ZH9000/H9000

CNAD-OP18※1/OP18DLHDDナビゲーションマップ TypeⅤ Vol.10・インストールパック

※3,6地図割 NEW 2017年7月16,000円CNVU-51000DL CNAD-OP18※1/OP18DLHDDナビゲーションマップ TypeⅤ Vol.10・ダウンロード版 D  L

※6,9NEW 2017年6月19,000円CNSD-6700AVIC-VH99HUD/ZH99HUD/VH99CS/ZH99CS/VH99/ZH99/ZH77/
 VH09CS/ZH09CS/VH09/ZH09/ZH07/ZH09-MEV

CNAD-OP18/OP18DLHDDナビゲーションマップ TypeⅥ Vol.7・SD更新版 定期便

※6地図割 NEW 2017年5月16,000円CNVU-6700DL CNAD-OP18/OP18DLHDDナビゲーションマップ TypeⅥ Vol.7・ダウンロード版 D  L

※6地図割 NEW 2017年5月16,000円CNVU-7500DL CNAD-OP18/OP18DLHDDナビゲーションマップTypeⅦ Vol.5・ダウンロード版 D  L

※6,9定期便 NEW 2017年6月19,000円CNSD-7500＊＊AVIC-VH0099H/ZH0099WH/ZH0099H/VH0099S/ZH0099WS/ZH0099S/
 VH0099/ZH0099W/ZH0099/ZH0077W/ZH0077/VH0009HUD/
 ZH0009HUD/VH0009CS/ZH0009CS/VH0009/ZH0009/ZH0007

CNAD-OP18/OP18DLHDDナビゲーションマップTypeⅦ Vol.5・SD更新版

※5,6,7NEW 2017年6月4,000円CNMK-7500AVIC-ZH0999LS/VH0999S/ZH0999WS/ZH0999S/ZH0999L/VH0999/
 ZH0999W/ZH0999/ZH0777W/ZH0777 CNAD-OP18/OP18DL商品付属分マップチャージ SD送付サービス（有償） 送  付

※5,6,7NEW 2017年6月5,000円CNMK-7500-H＊AVIC-ZH0999LS/VH0999S/ZH0999WS/ZH0999S/ZH0999L/VH0999/
 ZH0999W/ZH0999/ZH0777W/ZH0777 CNAD-OP18/OP18DL商品付属分マップチャージ SD送付サービス（有償） 送  付

※5,6,75,000円CNMK-C1200
AVIC-CL900-M/CW900-M/CZ900-M/CL900/CW900/CZ900/CE900AL-M/
 CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-M/
 CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST

CNAD-OP18SD ※商品付属分バージョンアップ SD送付サービス（有償） 送  付NEW 2017年6月

定期便 「ナビ地図定期便」対象 送  付 お申し込みによる送付サービス

D  L お客様自身で行っていただくダウンロードサービス地図割 「カロッツェリア地図割」対象　詳しくはMapFanのサイトをご覧ください。 http://www.mapfan.com/otoku/cc/

RD-AN300

KK-Y301BA

RD-Y101BC

KK-Y201ST

KJ-Y101SC

■カーナビ画面フィルム
AD-FL1001
オープン価格＊
AVIC-CE900系用

AD-FL801
オープン価格＊
AVIC-CL900系用

AD-FL701
オープン価格＊
AVIC-CW900系/CW700用

AD-FL702
オープン価格＊
AVIC-CZ900系/CZ700用

■iPhone/iPod用USB変換ケーブルセット
CD-IU021　希望小売価格5,500円（税別）

「CD-IU010」と「CD-U420」をセットにしたものです。

ケーブル・コネクター関係

O P T I O N   

■HDMIケーブル
CD-HM020 2m　
希望小売価格2,000円（税別）

「TVM-PW1000T/PW1000/PW910T/PW910/PW900T/
PW900」等のHDMI入力付モニターやその他のHDMI端子
付の外部機器と接続するためのケーブルです。
※長さが足りない場合は、「CD-HM051」をお使いください。

■アンテナジャック変換コード（ミニプラグ→JASOプラグ）
RD-AN10　希望小売価格1,000円（税別）

■GPSアンテナ（車室外専用）
AN-G050 5m　希望小売価格5,000円（税別）
電波シールドガラス車などにおいて、「AVIC-CL900系/
CW900系/CZ900系/CE900系/CW700/CZ700」等に同梱
されているGPSアンテナ（車室内専用）では十分な受信
感度が得られない場合に使用します。

■GPSアンテナ延長ケーブル  ★
RD-G34  3m　希望小売価格7,000円（税別）

「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系/CW700/
CZ700」等に同梱しているGPSアンテナの延長ケーブルです。

GPS関係アンテナ関係

■地上デジタルTVアンテナ延長コード
RD-DTV130E 3m　希望小売価格2,500円（税別/2本1組）

「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系/CW700/
CZ700」等に付属のデジタル放送用フィルムアンテナ
コード長が足りない場合に使用。

■地上デジタルTVアンテナ（車室外取付用）
AN-GT30 6m　希望小売価格10,000円（税別/2本1組）
電波シールドガラス付車等に対応する車室外取付用の
地上デジタルTVチューナー用ロッドアンテナ。

「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系/CW700/
CZ700」等に対応。

その他・取り付け関係

■電源ケーブル
RD-010　希望小売価格1,500円（税別）
ドライブレコーダーユニット「ND-DVR10」の電源を車両側の
オーディオ電源から取る場合に使用するための電源ケーブル。

■電源配線キット
RD-221　希望小売価格3,800円（税別）
車両ハーネスで対応できない消費電流の大きいAVシ
ステムを接続する場合にクルマのバッテリーから直接、
大電流（30A）を取り出すための電源キットです。

■電源ケーブル
RD-N001　希望小売価格4,000円（税別）

「AVIC-CW900-M/CW900/CW700」等を各種取付キットと
組合わせて取付けるための汎用電源ケーブル。

■取付キット
KJ-H101DK （ホンダ車用）　希望小売価格5,000円（税別）
ダイレクト接続ハーネス、アンテナ変換コネクター（CE→
JASO）、スポンジテープ。

■車速パルス発生機  ★
ND-PG1　希望小売価格19,800円（税別）
車速パルス信号の取れない車は、本機によりタイヤの回転
を読み取り、車速パルスのデータとしてカーナビに内蔵
されたジャイロセンサーに供給することができます。

■カメラ端子変換コネクター
RD-C200　希望小売価格2,000円（税別）

「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系/CW700/
CZ700」に「ND-BC8Ⅱ」などRCA出力のバックカメラを接続
するための変換コネクターです。

■iPhone/iPod用USB変換ケーブル※1

CD-IU010 50cm　希望小売価格4,000円（税別）
サイバ ーナビ Z H 0 9 9 9 / V H 0 9 9 9 系、Z H 0 7 7 7 系 等と
LightningコネクターのiPhone、iPodを接続し、iPodソース
として楽曲の再生などを可能にするための接続ケーブル。

■iPhone/iPod用USB変換ケーブル※1

CD-IU51 50cm　希望小売価格3,000円（税別）
サイバーナビZH0999/VH0999系、ZH0777系等と30ピン
ドックコネクターのiPhone、iPodを接続し、楽曲の再生など
を可能にする接続ケーブル。

■USB接続ケーブル※1

CD-U120 2m　希望小売価格3,000円（税別）
「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系」等に通信

モジュール、USBデバイスのいずれかを同時に2つ接続する
場合や「AVIC-CW700/CZ700」等に通信モジュール、USB
デバイスを接続する場合に必要なUSB接続ケーブルです。

■HDMI接続ケーブルセット
CD-HM021　
希望小売価格4,500円（税別）

「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系」等と一部
のiPhoneを接続し、HDMIソースでの動画再生等に対応
するための接続ケーブルセットです※2。

■MHL接続ケーブルセット
CD-MUV330　
希望小売価格8,000円（税別）

「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系」等とMHL
端子を装備したAndroidのスマートフォンを接続するため
の接続ケーブルセットです。

■HDMIケーブル
CD-HM051 5m NEW　
希望小売価格4,000円（税別）

「TVM-FW1040-B/FW1030-B/-S/FW1020-B/-S」等とHDMI
出力を装備した外部機器を接続するためのケーブルです。

■ミニジャック延長ケーブル(AV用）
CD-V200ME 2m　希望小売価格2,000円（税別）
ポータブルオーディオやビデオカメラなどの外部機器を接続
するためのミニジャック（3.5φ音声/映像）ケーブルです。

■ミニジャックケーブル（AV用）
CD-V150M 1.5m　希望小売価格2,000円（税別）
ビデオ入力端子（4極3.5φミニジャック）とiPodやポータブル
機器等を接続するためのケーブルです。※3※4

■ミニジャックケーブル（オーディオ用 ）
CD-150M 1.5m　希望小売価格1,500円（税別）  
AUX入力端子（3.5φミニジャック）とポータブルオーディオ
プレイヤー等のオーディオ出力端子を接続するための
ケーブルです。※3

■AV入力用変換ケーブル
CD-VRM200 2m　希望小売価格2,500円（税別）

「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系/CW700/CZ700」
等のビデオ入力端子（4極3.5φミニジャック）とポータブル機器
等の映像/音声出力（RCA）を接続するためのケーブルです。※3

■RCAピンケーブル（オス-オス ステレオ）
CD-051 5m　希望小売価格2,200円（税別）
システムリモート用リード線（5ｍ）付属

■RCAピンケーブル（映像：オス-オス）
CD-V600 6m　希望小売価格1,800円（税別）

■デュアルRCAピンケーブル（オス-メス ステレオ）
CD-002W 25cm　希望小売価格2,000円（税別/L,R1組）
1系統のRCA出力を2系統に分岐できます。

■USB接続ケーブル※1

CD-U420 1.5m　
希望小売価格2,000円（税別）

「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CE900系/CW700/
CZ700」等にiPhone、iPodやUSBデバイス等を接続する
場合に必要なケーブルです。

■外部入出力ケーブル
RD-E100　希望小売価格3,000円（税別）

「AVIC-CW700/CZ700」にマルチドライブアシストユニット
を接続する場合や、音声出力（F/R or High/Mid）を使用し
外部アンプ等と接続するためのケーブルです。

RD-Y101BC
希望小売価格3,000円（税別）
トヨタ車（ナビレディパッケージ
付車）用

■純正バックカメラコネクタ変換ケーブル

■純正バックカメラ接続アダプター※5　

KK-Y301BA 
希望小売価格5,500円（税別）
トヨタ車（ナビレディパッケージ付車）用

KK-H301BA 
希望小売価格5,500円（税別）
ホンダ車（ナビ装着用スペシャルパッケージ付車）用

純正のバックカメラを「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CW700/CZ700」
とカンタンに接続するための変換ケーブルです。「RD-D101BC」は純正ステア
リングリモコンも接続できます。
＊適合車種につきましては、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご確認ください。

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

RD-H101BC
希望小売価格3,000円（税別）
ホンダ車（ナビ装着用スペシャル
パッケージ付車）用

RD-N101BC NEW 7月発売予定
希望小売価格3,000円（税別）
日産車（ディーラーオプションの
バックビューモニター付車）用

RD-D101BC
希望小売価格4,500円（税別）
ダイハツ車（純正ナビアップ
グレードパック付車）用

KK-D301BA 
希望小売価格7,000円（税別）
ダイハツ車（純正ナビ装着用アップグレードパック付車）用

リモコン関係

カーナビ関係その他

「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系/CW700/CZ700」等を純正ステアリングリモコンからコントロール可能にするケーブル
ならびにアダプター。ソースのオン/オフや切換え、ボリューム/トラックのアップ/ダウン等の操作が可能です。
＊車種と商品により、操作可能な機能は変わります。

ステアリングリモコンケーブルならびにアダプターについて、適合車種でも年式・グレード・仕様などにより使用できない
場合があります。ステアリングリモコンケーブルならびにアダプター対応のメインユニットの対応可否については別途ご
確認ください。適合車種ならびに対応ケーブル、アダプターの詳細につきましては、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）にて
ご確認ください。

■アンテナ延長コード（JASOプラグ）
RD-AN300 3m　希望小売価格1,500円（税別）
RD-AN70 70cm　希望小売価格800円（税別）

■アンテナコード
RD-AN40 NEW
希望小売価格1,800円（税別）
スズキ車でAMラジオの受信感度が悪い場合に使用します。

KK-Y201ST
KK-Y202ST

KK-S201ST
KK-H201ST

KK-T202ST
KK-F202ST

KK-M201ST
 希望小売価格各8,000円（税別）

KJ-Y101SC 希望小売価格2,000円（税別）
KJ-H101SC 希望小売価格1,500円（税別）

■ステアリングリモコンアダプター※5

■ステアリングリモコンケーブル
KJ-Y102SC 希望小売価格2,000円（税別）
KJ-F101SC 希望小売価格1,500円（税別）

■音響特性測定用マイク
CD-MC1
希望小売価格2,500円（税別）

「オートタイムアライメント&オートイコライザー」で、車室内の
音響特性を測定する際に使用します。MAユニットの音声録音
用マイクとしても使用可能です。

■MAユニット用スマートキーホルダー
CD-SK1
オープン価格＊

Bluetooth®Smartにより、クルマに近づくと自動検知し、
MAユニットの「ライブカーセキュリティ」機能を一時停止
することができます。

■データ通信専用通信モジュール
ND-DC2　
希望小売価格25,000円（税別）

■データ通信専用通信モジュール更新用UIMカード
UIM-2 NEW　
希望小売価格12,000円（税別）
※「ND-DC2」専用となります。

掲載商品の詳細、またはその他オプション関係につきましては、
カロッツェリアホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

純正バックカメラの映像をカーナビのモニターに映し出すための接続アダプターです。適合車種については、弊社ホームページ(carrozzeria.jp)
をご確認ください。

液晶画面への映り込みを低減させる、各モニター形状に合わせたサイバーナビ専用設計の液晶画面フィルム。「高精細アンチグレア(AG)フィルム」
を採用し、画面のテカリを抑えます。特殊シリコーン樹脂の自己吸着タイプで、気泡が抜けやすく貼りやすい。「ホコリ取り用テープ」「クリーニング
クロス」「スポンジ」付属。

※実際にご利用いただける期間は「ご利用開始日から同月
末日まで」＋「35カ月」となります。

※実際にご利用いただける期間は「ご利用開始日から同月
末日まで」＋「23カ月」となります。現在ご使用中のUIM
カードの通信期間終了後に、差し替えてご使用ください。

データ通信専用通信モジュールの通信料の無料期間
以降も、引き続き通信を使用した機能やコンテンツを利用
するための通信料最大2年分付きUIMカード。

※本商品は「パイオニア・カロッツェリアeショップ」にてご
購入いただけます。弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧
ください。インターネットに接続可能なパソコンがないお客
様は、別売の「ND-DC2」をご購入いただきご使用ください。

「スマートループ渋滞情報™」や「フリーワード検索」など、
各種通信を使った機能やオンラインコンテンツが利用
可能な通信料最大3年分付きのデータ通信専用の通信
モジュール。


