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AVIC-MRP770
オープン価格＊

7Ｖ型ワイドVGAワンセグTV/SD・
メモリーナビゲーション

7V型
ワンセグ
モデル

AVIC-MRP660
オープン価格＊

6.1Ｖ型ワイドVGAワンセグTV/SD・
メモリーナビゲーション

6.1V型
ワンセグ
モデル

7V型 6.1V型

クルマでの使いやすさを追求した楽ナビのポータブルタイプ。

OPTION
■バックカメラユニット
ND-BC8Ⅱ NEW 6月発売予定
希望小売価格13,000円（税別）
クルマ後方の映像を映し出し、楽ナビと接続すれば、
駐車アシスト線も表示されるので、安心して駐車できます。
＊12V車対応　※別売「CD-VRM150」が必要です。
ポータブルナビゲーションとの組合わせではバックギアと
の連動はしません。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等

■映像処理対応  バックカメラユニット
ND-BC30Ⅱ  
希望小売価格42,000円（税別）
映像処理ユニットを同梱し、視点切換えや駐車
アシスト線表示、バックカメラ映像の高度な補正などが
行なえる多機能・高性能バックカメラユニット。
＊12V車対応　※別売「CD-VRM150」が必要です。
ポータブルナビゲーションとの組合わせではバックギアと
の連動はしません。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等

■地上デジタルTV用フィルムアンテナ（フロント用1本）
AN-FL10
希望小売価格5,000円（税別）
ワンセグをより安定して受信するためのフィルムアンテナ。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等

■GPSアンテナ（5m）
AN-G031
希望小売価格5,000円（税別）
電波シールドガラス付車など、カーナビに内蔵のGPSアン
テナ（車室内取付用）では、十分な受信感度が得られない
場合に使用する車室外取付用GPSアンテナ。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等

■映像入力用変換ケーブル
CD-VRM150
希望小売価格2,000円（税別）
映像入力（3.5φミニ）にRCA出力の映像機器を接続する時に使用します。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等

■ミニジャックケーブル（オーディオ用：1.5m）
CD-150M
希望小売価格1,500円（税別）
AUX入力付きメインユニットを接続するためのケーブルです。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等

■VICSアンテナ（3m）
AN-M001 
希望小売価格3,000円（税別）
コンソール内部への配線の引きまわしが可能になります。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等

■VICS用フィルムアンテナ
AN-FL001
希望小売価格5,000円（税別）
VICSを受信するフィルムタイプのアンテナ。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等
■電源ケーブル
RD-032
希望小売価格2,000円（税別）
ポータブルナビの電源を車両側の
オーディオ電源からとる場合に使用するケーブル。
車速パルス信号ケーブルも同梱。24V車対応。
■ACアダプター
RD-AC001
希望小売価格5,000円（税別）
AC電源を使って家の中で楽しめます。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等
■1Dサイズ取付金具
AD-V400
希望小売価格10,000円（税別）
コンソールの1Dスペースを利用し、
すっきりと取付けるための金具です。
※取付ける車種によっては、ケーブルの長さが足りず、別売の
VICSアンテナ「AN-M001」や別売の地上デジタルTV用
フィルムアンテナ「AN-FL20」が必要になる場合があります。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等
■モニター取付金具
AD-V1
希望小売価格3,000円（税別）
商品付属のモニター取付スタンド（吸盤タイプ）で
取付けができない車種に使用する取付金具です。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等
■載換キット（地上デジタルTV用）
AD-CR001
希望小売価格32,000円（税別）
地上デジタルTVチューナーと
フィルムアンテナ同梱のキットです。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等
■載換キット（ワンセグTV用）
AD-CR002
希望小売価格12,000円（税別）
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等
■載換キット（地上デジタルTV用）
AD-CR003
希望小売価格32,000円（税別）
地上デジタルTVチューナーと置型アンテナ同梱のキットです。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等

■地上デジタルTV用フィルムアンテナ（フロント用4本）
AN-FL20 
希望小売価格10,000円（税別）
フィルムタイプの地上デジタル放送専用フロント4アンテナ。

■地上デジタルTVアンテナ延長コード
RD-DTV020E
希望小売価格2,500円（税別）
付属のフィルムアンテナ長が足りない場合に使用する
延長コード（2m×2本）。

■データ通信専用通信モジュール
ND-DC1
希望小売価格 25,000円（税別）

「AVIC-MRP770/MRP660」等と
接続することにより、「スマートループ渋滞情報™」や、
各種通信を使った機能が利用可能なデータ通信専用
の通信モジュール（通信料金3年分付）。

※株式会社NTTドコモのFOMAサービスを利用いたします。※別売のデータ
通信専用通信モジュールアダプター「AD-DC1」が必要となります。※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。以降は別売のデータ通信専用通信モジュール更新用UIMカード（通信料金
2年分付）「UIM-1」希望小売価格12,000円（税別）、または「ND-DC1」をご購入
いただくことで、引き続きご利用いただけます。※スマートループ渋滞情報™の
取得には、パソコンでのユーザー登録が必要です。登録をされていない場合は、
オンデマンドVICSのみのデータ取得となります。

■データ通信専用通信モジュールアダプター
AD-DC1
希望小売価格 1,000円（税別）
データ通信専用通信モジュール「ND-DC1」を接続する
ためのアダプターです。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等

■Option「オービスライブ」
CNAD-OP16ⅡDL
希望小売価格2,000円（税別）
全国610ヶ所のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイント446ヶ所を収録
している、ダウンロード用のオービスデータ。
※オービスライブをご購入いただくにはパソコンリンクソフト「ナビスタジオ

（楽ナビポータブル用）」が必要です。また、最新の全データ更新が必要となります。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等

■Option「オービスライブ」
CNAD-OP17DL NEW 5月発売予定
希望小売価格2,000円（税別）
全国599ヶ所のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイント458ヶ所を収録
している、ダウンロード用のオービスデータ。
※オービスライブをご購入いただくにはパソコンリンクソフト「ナビスタジオ

（楽ナビポータブル用）」が必要です。また、最新の全データ更新が必要となります。
●対象機種：AVIC-MRP770/MRP660等

■楽ナビポータブル バージョンアップソフト一覧

希望小売価格（税別） 実施時期 提供方法対象機種 商品型番/品名

パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（楽ナビ ポータブルタイプ用）」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するマップチャージにより、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ます。※2

「AVIC-MRP900/MRP700/MRP600」は、2017年10月まで、「AVIC-MRP099/MRP088/MRP077/MRP066」は、2016年10月まで追加料金なしとなります。
＊マップチャージ3年分付はお客様自身がPCからデータをダウンロードされることで追加費用無くバージョンアップしていただけるサービスです。SD送付サービスには、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。

AVIC-MRP900/MRP700/MRP600/MRP099/MRP088/MRP077/MRP066  NEW 2016年6月発売予定4,000円 CNAD-OP17DLCNMK-RP500 商品付属分マップチャージ SD送付サービス（有償）

AVIC-MRP009/MRP008/MRP007/MRP006 2015年11月16,000円 CNAD-OP17DLCNVU-RP410DL 楽ナビポータブルマップ TypeⅠ Vol.4・ダウンロード版

AVIC-MRP900/MRP700/MRP600/MRP099/MRP088/
MRP077/MRP066/MRP009/MRP008/MRP007/MRP006 2015年12月19,000円 CNAD-OP16ⅡDLCNSD-RP410 楽ナビポータブルマップ TypeⅠ Vol.4・SD更新版

※1,4

■ 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。 ■ 本機の故障、誤作動または不具合により、消失したデータに関しては、いかなる補償もできかねます。予めご了承ください。＊オープン価格
の商品は希望小売価格を定めていません。 ■ 地図データ更新は、2016年１２月にダウンロード版（有償）または、SD更新版（有償）で対応予定です。
※1スマートループ渋滞情報 TMの取得には別売の通信モジュール等が必要です（中面／裏表紙参照）。

■ 本体　■ エアージェスチャーセンサー内蔵クレイドル■ モニター取付スタンド（吸盤タイプ）一式　■ シガーライター電源ケーブル　■ FM VICS用アンテナ一式　■ 取付部品一式付属品

地デジ

FM VICS
チューナー内蔵

バックカメラ
対　応

バッテリー
内　蔵

24V車
対　応

スマートループ
渋滞情報™対応※1

16GB×
超圧縮データ技術

車速補完型
3Dハイブリッド
センサー内蔵

VGA ワイド
モニター

ワンセグ

7V型

AVIC-MRP770

ワンセグ

6.1V型

AVIC-MRP660
全モデル共通

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■エアーナビ／ポータブルナビ バージョンアップソフト一覧

●「CNSD-A800、CNVU-A800DL」はバージョンアップの最終版とさせていただきます。※1「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。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。※2「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。また、MacOSには対応しておりません。※3バージョンアップ(地図更新）するための専用パソコンソフトの動作環境や機能などの詳細
につきましては、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。Windows 8/8.1には対応しておりません。※4「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。*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ついて詳しくは、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

AVIC-T20/T10
15,000円

ー
CNVU-A800DL※3 エアーナビマップ TypeⅡ Vol.8・ダウンロード版

2015年8月18,000円CNSD-A800 エアーナビマップ TypeⅡ Vol.8・SD更新版

2015年7月

希望小売価格（税別） 実施時期

対応オービスライブ

対応オービスライブ

AVIC-T99/T77/T55/MP55/MP33Ⅱ/MP33

提供方法

  NEW 2016年6月発売予定19,000円

対象機種

CNSD-A4600 エアーナビマップ TypeⅣ Vol.6/ポータブルナビマップ Vol.5・SD更新版

AVIC-T99/T77/T55  NEW 2016年5月発売予定16,000円CNVU-A4600DL※2 エアーナビマップ TypeⅣ Vol.6・ダウンロード版

 NEW 2016年6月発売予定18,000円CNSD-A3700 エアーナビマップ TypeⅢ Vol.7・SD更新版
AVIC-T07Ⅱ/T05Ⅱ-SV/T05Ⅱ-GR

NEW 2016年5月発売予定16,000円CNVU-A3700DL※2 エアーナビマップ TypeⅢ Vol.7・ダウンロード版

AVIC-T07/T05/T05-S1 2015年11月16,000円CNVU-A3610DL※2 エアーナビマップ TypeⅢ Vol.6・ダウンロード版

商品型番/品名

ー

ギフト券 「MapFan電子ギフト券プレゼントキャンペーン」対象　詳しくはMapFanのサイトをご覧ください。 http://mapfan.to/otoccgf
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/

ギフト券

ギフト券

地図割

地図割

地図割

地図割

地図割

送  付

D  L

D  L

D  L

D  L

D  L

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

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）

ⓒPIONEER CORPORATION 2016
〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8文京グリーンコート

このカタログの商品情報等の記載内容は2016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、2016年3月現在のものです。

発行 ： 2016年5月
2016年4月印刷F （品番ZCT019B）

取 扱 店

●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。
●モニターや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。

●このカタログに記載の商品はＤＣ12Ｖマイナス⊖アース車ならびに24V車対応です。※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（オートバイ、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。
●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。

安全に関するご注意

● カーオーディオ／
　カーナビゲーション
　商品のお問い合わせ
　およびカタログの
　ご請求窓口

● FAX受付

カスタマーサポートセンター

【固定電話からのご利用は】

● 営業時間 / 月～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）

商品に関するお問い合わせ（エアーナビを除く）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）

0120-944-111（無料）

【 ナ ビ ダ イ ヤ ル 】0570-037-602（有料）

0570-037-600（有料）

（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。

●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など）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。

● 受付時間 / 月～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）

【携帯電話・PHSからのご利用は】
【 ナ ビ ダ イ ヤ ル 】

050-3820-7540（有料）上記の電話番号がご利用いただけない場合

【固定電話からのご利用は】
● エアーナビ
   コンタクトセンター

「0800」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、通話料金がかかります。また一部のIP電話など
からはご利用になれません。あらかじめご了承ください。

商品の仕様、操作方法、取扱い／通信サービス・コンテンツに関して

エアーナビに関するお問い合わせ先

（ご注意）

【携帯電話・PHSからのご利用は】
【 ナ ビ ダ イ ヤ ル 】

0800-111-0056（無料）

0570-037-603（有料）

050-3820-7544（有料）上記の電話番号がご利用いただけない場合



踏切や信号の有無、
道路幅までルート探索に
反映。
（道路データ）

VICS情報のない道路で
発生した突発的な渋滞も
把握。
（スマートループ渋滞情報™）

季節・曜日・大型連休・時刻など
を考慮して渋滞を予測。
（渋滞予測データ）

■各機能ならびに仕様についての詳細は、カロッツェリアホームページ（carrozzeria.jp）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。■ビジュアルはカタログ表現上のイメージです。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。■エアージェスチャーのセンサーはクレイドル中央部分に配置。反応範囲はセンサー部より約200mmです。＊走行状況などにより、太陽光が赤外線受光部へ直接当たった場合、「エアージェスチャー」が反
応することがあります。※1　長いトンネルの中や高架下などGPS電波を受信できない場合は、状況によって自車位置の更新が停止することがありますが、再びGPS電波を受信すると復帰します。※2　振替休日、隔週定休日、不定期な営業時間については対応し
ていません。※3　別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC1」とデータ通信専用通信モジュールアダプター「AD-DC1」が必要です。詳しくは裏表紙をご覧ください。※4　場合によっては再生できないファイルがあります。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。また、MacOS経由で音楽ファイルをSDメモリーカードへ保存する場合、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。※5　AUX入力端子（3.5φミニ
ジャック）を装備したオーディオ機器を通して音楽を聴く場合には、別売の「CD-150M」が必要です。RCA映像出力端子を装備した機器と接続する場合には、別途、映像入力用変換ケーブル「CD-VRM150」ならびにRCAケーブルが必要になります。※6　バックギアとは連動
しません。別売の「CD-VRM150」が必要です。＊地上デジタル放送など、映像ソースは安全のため走行中は表示されません（車載時のみ）。走行中は音声再生のみとなります。 

カーナビに触れることなく、手を近づけたり、

振ったりするだけで応えてくれる「エアージェスチャー」。

画面に触れることを軽減し、じっと見つめることも

なくなるから、運転に集中でき、安心して便利に操れます。

ふれずに使える
ナビ。

見つめず、触らず、
いつもの操作が思いのままに。
ドライブ中に“手を振る”と、地図スケールの変更や
ナビ画面とAV画面の切換え操作が可能。

前方に集中したまま、
したい操作に手が届く。
ドライブ中に“手を近づける”と、厳選されたよく使う
メニューキーをサッと表示する「お出かけランチャー」。

25m
スケール

よく使うメニューキーを
サッと表示

手を近づけると

普段はメニューキーを
表示しないので、地図がスッキリ

ドライブ中の画面は、
地図だけでスッキリと。
必要なときだけメニューを表示するので、
普段は画面いっぱいの地図で見やすく。

超快速のスクロール

瞬く間に、調べたいことまで。
超快速のスクロール、レスポンスのよい文字入力や
検索で快適操作を実現。

文字入力もスムーズ

100m
スケール

ポータブルナビの苦手な場所でも、
自車位置を見失わない。※1

どんな場所でも迷わせない。自在に探せ、詳しく、楽に見つかる。

映像も音楽も、手軽に思う存分楽しめる。

ポータブルナビの枠を超えたこだわりのナビ/AV能力。

見やすく、わかりやすい地図表示。
パっとひと目で知りたい情報がわかるこだわりの地図は、
シーンや好みに合わせて多彩な表示から選択可能。

誘 導検 索

メディア
対応力

距離ではなく、時間で選ぶ、最適ルート。

ルート探索

地図表示

　映像や音楽ファイルを保存したSDメモリーカード再生※4や
　ワンセグ放送に対応。

　外部機器との接続※5やバックカメラに対応。※6

自車位置
精度

ハイウェイモードスカイビュー

詳細市街地図ノーマルビュー

周辺検索よく行くランキング

営業時間内

営業時間外 駐車不可

駐車可能

営業時間考慮周辺検索※2 車両情報考慮駐車場周辺検索

クルマの細かな動きを感知し、GPS電波が届きにくいうえに、クルマ
が左右に傾きながら上下に移動するような場所でも正しく自車位置
を表示する「車速補完型3Dハイブリッドセンサー」搭載。

主要な道路の混み具合や交通規制がわかるFM VICSチューナーを搭載。
独自の渋滞予測データ（約33万km）も考慮して、混雑しがちな道路を
避け、最適なルートを提案します。さらに、通信を利用して「スマートループ
渋滞情報™」を取得すれば、リアルタイムな渋滞情報まで把握※3。突発的な
渋滞も回避して、目的地の入口までより早く着くルートで誘導します。

横方向の移動を検知 左右への傾きを検知

上下の移動を検知

普段よく目的地や立寄地に設定している場所
をリスト化して表示するので、次回設定する
ときはすぐに探し出せます。

ATMやGSなどは、アイコンで営業中かどうか
もわかるので安心です。

クルマの高さ、幅、長さなどを登録しておけば、
サイズに合った駐車場が見つかります。

周辺の施設を「ジャンル」や食べる、買う、遊ぶ
といった「やりたいこと」から探し出せます。

リアル交差点
イラスト表示

107交差点・473ヶ所

立体交差側道
イラスト表示

1,689ヶ所

都市高速入口
イラスト表示

434施設・685ヶ所

3,410ヶ所 278ヶ所

約122,000枚

方面看板
情報表示

高速分岐
イラスト表示

高速出口後 方面
イラスト表示

977施設・1,143ヶ所

ETCレーン表示

642ヶ所

SA/PAイラスト表示


