
●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および200m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。●｢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。●DivX®およびそれらの関連ロゴはDivX,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。●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。

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。

●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 ●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。●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、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2016年3月号データに基づき作成。局番変更については、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2016年3月のデータに基づき作成。●
通行規制データは、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。●一般道方面看板は、2016年3月までの独自調査に基づき作成。●レーン情報は、2016年3月までの独自調査に基づき作成。
●一般有料道料金所位置データは、2016年3月までの調査に基づき作成。●高速道路方面案内は、2016年3月までの独自調査に基づき作成。●高速分岐イラストは、2016年4月までの独自調査に基づき作成。●都市高速入口イラストは、2016年4月までの
独自調査に基づき作成。●ETCイラストは、2016年4月までの独自調査に基づき作成。●立体交差側道イラストは、2016年4月までの独自調査に基づき作成。●SA/PAイラストは、2016年4月までの独自調査に基づき作成。●踏切データはDRMデータをベー
スに、2016年3月までの独自調査データに基づき作成。●市区町村合併については、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。●プロバイダデータは、2016年5月調査時点のものに基づき作成。●ロゴマークは、
2016年5月調査時点のものに基づき作成。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　©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2016年11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11月現在のものです。
2016年12月印刷F（品番ZCS352B）
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正しい取付け  
正しい操作で

安全運転

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。

〈グリーン購入法とは〉

取扱店 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 】

●楽ナビ：バージョンアップ、
　ダウンロード、
　ナビスタジオ操作相談

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/rakunavi-info
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CD-R/RW

DVD-VIDEO
DVD-R/RW

その他

- - --

液晶モニター/本体形状

地上デジタルTV

CD録音（MSV）

BluetoothⓇ
モジュール内蔵

メモリー容量

VICS WIDE対応

16
GB

16
GB

16
GB

16
GB

16
GB

16
GB

16
GB

再生メディア※1

●ドライブレコーダーリンク対応（別売）
● ETC2.0ユニット対応（別売）
● 通信モジュール対応（別売）※1
● スマートコマンダー対応（別売）

●ドライブレコーダーリンク対応（別売）
● ETC2.0ユニット対応（別売）
● 通信モジュール対応（別売）※1
● スマートコマンダー対応（別売）

●ドライブレコーダーリンク対応（別売）
● ETC2.0ユニット対応（別売）
● 通信モジュール対応（別売）※1
● スマートコマンダー対応（別売）

●ドライブレコーダーリンク対応（別売）
● ETC2.0ユニット対応（別売）
● 通信モジュール対応（別売）※1
● スマートコマンダー対応（別売）

●ドライブレコーダーリンク対応（別売）
● ETC2.0ユニット対応（別売）
● 通信モジュール対応（別売）※1
● スマートコマンダー対応（別売）

●ドライブレコーダーリンク対応（別売）
● ETC2.0ユニット対応（別売）
● 通信モジュール対応（別売）※1
● スマートコマンダー対応（別売）

●ドライブレコーダーリンク対応（別売）
● ETC2.0ユニット対応（別売）
● 通信モジュール対応（別売）※1
● スマートコマンダー対応（別売）

ラージサイズ8V型
ブリリアントフィニッシュパネル ブリリアントフィニッシュパネル ブリリアントフィニッシュパネル

200mm7V型 2D
（180mm） 2D

（180mm）
2D

（180mm） 7 2D
（180mm）

200mmワイド
ワイド

- -Bluetooth
AUDIO

ハンズ
フリー
通話

NaviCon
対応

通信
（PAN接続）

Bluetooth
AUDIO

ハンズ
フリー
通話

NaviCon
対応

通信
（PAN接続）

Bluetooth
AUDIO

ハンズ
フリー
通話

NaviCon
対応

通信
（PAN接続）

Bluetooth
AUDIO

ハンズ
フリー
通話

NaviCon
対応

通信
（PAN接続）

Bluetooth
AUDIO

ハンズ
フリー
通話

NaviCon
対応

通信
（PAN接続）

※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.12参照）

「高性能」×「使いやすさ」で、
ドライブは見違えるほど快適に。

理想とするカーライフを目指して、カロッツェリアのカーナビは、次に進むべき方向を示し、新たな価値を提案してきた。

楽ナビは「高性能」と「使いやすさ」の融合を追求し、その価値を誰でもカンタンに使いこなせる形で具現化。

ドライブ中の煩わしい操作をシンプルにすることで、多くの支持と信頼を得てきた。

カーナビのメインストリームとなった楽ナビは、これからも「もっと楽」なカーライフをサポートし続けます。

01 02
その他の機能比較は、P. 13～ 16をご覧ください。別売対応商品については、P.9～11、17をご覧ください。■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.11、13～16、裏表紙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。■ビジュアルはカタログ表現上のイメージです。商品や各

画面写真、取付はハメコミ合成で、色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。■本機の故障、誤動作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。※1 通信モジュール（別売）およびUSBデバイスとの接続には、別売のUSB接続ケーブル「CD-U120」または「CD-U420」（P.17参照）が必要となります。また、iPhone、iPodとの接続に
は、別売のケーブル等が必要となります。詳しくはP.15～16の「iPhone,iPod接続情報」をご覧ください。※地図更新は、2017年冬頃にダウンロード版（有償）または、SD更新版（有償）にて対応予定です。

幅広いラインアップから、あなたに最適な楽ナビを。

WVGA WVGA
7V型

WVGA 7V型
WVGA

7V型
WVGA

7V型
WVGA

7V型
WVGA

メインユニット
LS（ラージサイズ）

AVIC-RL900 オープン価格＊

※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.12参照）

※ ※

NEW
オープン価格＊
NEW

オープン価格＊
NEW

※

※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.12参照）

メインユニット
200mmワイド

AVIC-RW900 AVIC-RZ900

メインユニット
2D（180mm）

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

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

8Ｖ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

オープン価格＊
NEWAVIC-RZ700

メインユニット
2D（180mm）

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

オープン価格＊
NEWAVIC-RZ500

メインユニット
2D（180mm）

7Ｖ型ワイドVGAワンセグ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

オープン価格＊
NEWAVIC-RZ300

メインユニット
2D（180mm）

7Ｖ型ワイドVGAワンセグTV/DVD-V/CD/
SD/チューナー・DSP AV一体型
メモリーナビゲーション

オープン価格＊
NEWAVIC-RW300

メインユニット
200mmワイド

7Ｖ型ワイドVGAワンセグTV/DVD-V/CD/
SD/チューナー・DSP AV一体型
メモリーナビゲーション

P.7へ

P.7へ

P.4～7へ

P.7へ

P.4～5へ

P.9～11へ

CD
CD-R/RW



左です

料金所

１本手前だったか
ここを左ね

自車位置に
ズレが発生

遠方の状況も出発時からチェック。
※2※3

「ドライブ中」を知り尽くした、安心のナビ能力。
ドライブ中の状況は、常に刻 と々変化していきます。
楽ナビは、ドライバーの視点に立ち、長年培った独自のテクノロジーとノウハウを注ぎ込みながら、
進化し続けてきたナビ能力を搭載。お出かけからお帰りまで、
あらゆるシーンで「便利」を届け、快適なドライブをサポートします。

突発的な渋滞や交通規制など
変わり続ける道路状況を把握。

［ リアルタイムデータ ］

過去の傾向から連休や朝夕など
の時刻も考慮して渋滞を予測。

［ 渋滞予測データ ］

［ ルート誘導 ］
距離が短いルートが最適なルートとは限りません。楽ナ
ビは、約70万kmにおよぶ全道路の「渋滞予測データ」と
独自の「ルートアルゴリズム」により、距離ではなく“時間を
優先”した最適なルートを提案します。また、全国のリア
ルタイムな渋滞情報を網羅する「スマートループ渋滞
情報™」※2※3を取得すれば、出発時から渋滞を回避し
た※4より早く着くルートで案内。VICSが提供する新しい渋
滞情報サービス「VICS WIDE」にも対応しています。

全道路の状況を考慮して、
最適なルートで導く。

「パッと見てわかる」にこだわる。
［ 地図表示 ］
画面を注視できないドライブ中だからこそ、必要な情報をひと目で
読みとれる地図にこだわりました。シーンや好みに合わせて選べる
多彩な地図表示のすべては、長年培ったノウハウを注ぎ込み、色の
組合わせやカタチまでもきめ細かくデザインされています。

道路の種別も色や太さで描きわけてわかりやすく表示

浮遊しているように表現された目に入りやすいルート表示

フォントや文字色の濃さ
文 字の重なりなどを追求し
視認性や判別性を向上

建物の形や文字情報も充実

［ スカイビュー ］［ スカイシティマップ ］
高い視点から、先にある建物や交差点の
形状まで瞬時に把握。50mスケール以
下では、より詳細な情報までわかる

「スカイシティマップ」になります。

［ ドライバーズビュー ］
ドライバー目線でリアルに表示。
複雑な交差点でも曲がるポイ
ントが直感的にわかります。

［ 詳細市街地図 ］［ ノーマルビュー ］
進むべき道や方向を判断しやすい平面地図。50mスケール以下では、
一方通行や歩道、建物の形などがわかりやすい「詳細市街地図」になります。
建物内の施設やお店の詳細情報も確認できます。全国1,336都市を収録。

［ AVサイドビュー ］
映像や音楽を楽し
みながら、同時に地
図を確認できます。

03

どんな場所でも、
ぴったりマーク。

［ 自車位置精度 ］
ルート案内中に自車位置表示がズレると、音声案
内にもズレが発生。間違って曲がってしまったり、通過
してしまうことも。楽ナビは先進技術とノウハウを駆
使した独自の「IQ高精度」により、自車位置がズレや
すい場所でも正しく自車位置を表示し、ドライバーを
迷わせません。さらに、1秒間に10回の測位で、自車位置
マークはいつでも地図上の道を滑らかにたどります。

▲10Hz測位をはじめとしたIQ高精
度により、分 岐や急カーブでも自
車位置が滑らかにたどります。

■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.11、13～16、裏表紙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。■ビジュアルはカタログ表現上のイメージです。商品や
各画面写真、取付はハメコミ合成で、色および仕様等は実際と異なる場合があります。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-RZ500/RW300/RZ300」はワンセグの表示はできません。※2 道幅5.5m未満の細街路を除く。
※3 別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」または、「ND-DC1」（P.9、17参照）とUSB接続ケーブル「CD-U120」または「CD-U420」（P.17参照）、もしくはBluetoothの通信接続PAN/DUNプロファイルに対応したスマートフォンまたは携帯
電話が必要です。対応端末について詳しくは、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。※4 必ずしも実際の渋滞を避けるルートになるとは限りません。※5 接続にはテザリング契約およびiPhoneやスマートフォン（Android）本体でのテザリング設定
が必要です。また、一部ご利用できない機能があります。

▲例えば、自車位置が前後にズレると案内と曲がるタイミングもズレてしまいますが、
楽ナビならIQ高精度により自車位置をぴったりマークします。

04

「スマートループ渋滞情報™」　　なら、目的地が他県であっても、
都道府県をまたいだ渋滞情報の取得が可能。例えば、日本全国の
有料道路・高速道路の通行止めや封鎖情報も出発時から考慮
するので、長距離ドライブのときでも安心です。

開かずの踏切や交差点を
通過する時間も反映。

［ 道路データ ］

BluetoothのPAN（Personal Area Network）プロファイル
に対応。iPhoneやスマートフォン（Android）でも「スマート
ループ渋滞情報™」などの通信を使った様々な機能が使用でき
ます。※5    また、従来のDUNプロファイルにも対応しています。

P03-04

NAVIGATION

2つの視点で、前方を見通す。 高速走行時も必要な情報を瞬時に把握。
［ ツインビュー ］
広域の状況を把握しながら、
目安となる建物や交差点の
形状も同時に確認でき便利
です。左右の画面はそれぞれ
スケールの変更も可能です。

走行している周辺地図に加え、
インターチェンジやサービス
エリアといった施設までの距離、
通過予想時刻、施設情報、料
金などの情報が確認できます。

［ ハイウェイモード ］

駐車場内の形状や施設もわかる。 あなたの見やすさにあわせてアレンジ。
［ 駐車場マップ（計119ヶ所） ］
全国主要都市の地下駐車場や
立体駐車場へ進入すると、駐
車場内の詳細地図へ自動切
換。駐車枠、出口や精算所など
の位置を正確に表示します。

「文字をもっと大きくしたい」「道路を目立たせたい」というときなど、好みや状況
に応じて、最も見やすくわかりやすい表示を3つのモードから選べます。

［ ターゲットマップ ］
通常表示 文字拡大モード 道路重視モード

道路を外れてもぴったり正確。

旋回や速度変化、地図データとの照合などから
道路を外れたことまで認識。道路以外でも正確に
自車位置を表示し続けます。

［ マルチフィールドマップマッチング ］

「クルマは高速、
自車位置は一般道」を許さない。

道路が並走する場所などでも、わずかな傾斜角度の差
を判断し、独自の傾斜データと照合することで、どちら
の道路を走行しているかを判断し正しく表示します。

［ 3Dマップマッチング ］

クルマの傾きも逃さず、精度に活かす。

立体や地下駐車場に入るときはもちろん、立体交差や道路の
傾斜などでも、傾斜角や高低差を自動で検出。実走行距離を
地図へ反映する際の前後方向の位置誤差までも補正します。

［ クリスタル3Dハイブリッドセンサー ］

高速入口 
傾斜10° 誤差を修正

地図

実走行距離

※1

VICS WIDE/VICS渋滞情報表示スマートループ渋滞情報™表示

現在の渋滞情報リアルタイムプローブ情報 統計情報
（VICS WIDEのみ）
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「いつ」「どこが」混むか走行時間を見こす。 VICSが提供する新しい渋滞情報サービス

■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.11、13～16、裏表紙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。■ビジュアルはカタログ表現上のイメージです。商品や各画面
写真、取付はハメコミ合成で、色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。※1 情報の取得には通信モジュールやPAN/DUNプロファイル対応のBluetooth 携帯電話などの通信環境が必要です（利用は無
料ですが、通信料はお客様負担となります）。通信モジュールをご利用の際には、別売の「ND-DC2」または「ND-DC1」（P.9、17参照）とUSB接続ケーブル「CD-U120」または「CD-U420」（P.17参照）が必要となります。※2 「ガススタ価格情報」は「e燃費」
のデータを基に提供しており、個人からのクチコミによる情報のため、情報内容に関する保証は致しません。※3 「駐車場満空情報」をご利用いただくには、携帯電話などの通信環境が必要です（利用は無料ですが、通信費はお客様の負担となります）。「タイムズ」
は全国15,542ヶ所（2016年7月末時点）、「三井のリパーク」は全国約10,000ヶ所（2016年3月末時点）、「名鉄協商パーキング」は全国約2,333ヶ所（2016年7月末時点）の満空情報を取得することができます。※4 収録件数 急速/普通：12,297件、

急速：6,291件、普通：8,308件（重複あり）※5 NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。※6 スマートループによって収集された「オートパーキングメモリー」のデータで、一番使用されている入口データをルート探索時の条件として使用（一般道の近
接施設のみ）。駐車場入口情報約1,217,700件を収録。※7 スマートループ渋滞情報™の取得が必要になります。※8 「ND-DC2」または「ND-DC1」（P.9、17参照）とUSB接続ケーブル「CD-U120」または「CD-U420」（P.17参照）が必要となります。
※9 「AVIC-RW300/RZ300」は非対応。また、コンテンツのご利用は無料ですが、通信料はお客様のご負担となります。※10 全国約137万件。※11 全国約3,900ヶ所。「冠水地点」を回避するルート探索は行いません。※12 1,679ヶ所に対応。「ゾーン30」を
回避するルート探索は行いません。※13 発売から2017年10月まで配信予定です。※14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（楽ナビ/EVナビ用）」が必要です。※15別売のステアリングリモコンケーブルまたは、
ステアリングリモコンアダプター（P.17参照）が必要です。※16 「AVIC-RW300/RZ300」は非対応。

案内は、しっかり目的地の前まで。

目的地が入り組んだ場所にあっても、細街路まで含め、目的地
の手前までしっかり案内するので安心です。

［ ドア to ドアルート探索 ］

駐車場の入口も、探さず、迷わない。

商業施設などへ向かうときは、収録した駐車場入口データを
もとに駐車場の入口へと案内。

［ 駐車場入口情報 ］※6

ルートを外れた理由まで判断。

案内ルートから外れた場合、それが「意図的なのか」
「誤ったのか」を自動的に分析。元のルートに復帰するか
新しいルートを探すかを判断し再提案します。

［ インテリジェントリルート ］

急な渋滞発生、でも大丈夫。

走行ルート上に突発的な渋滞が発生した場合には新ルート
を提案。元ルートと時間・距離・料金を
比較して選べます。

比べる、選べる、あなた好みのルート。

最大6本のルートを同時に探索することが可能。時間、距離、料
金、推定燃費などを比較しながらルートを選択できます。また、乗り
降りするICの変更も簡単に行えます。

［ 6ルート同時探索 ］

状況に応じて探索基準を手軽に変更。

ルート探索時には、所要時間を最優先する｢タイムブース
ト｣、燃料消費量を考慮する｢エコブースト｣から選んで、簡
単にルートを再探索できます。

［ ルート再探索 ］

「時間」で選ぶ、だから早い。  
多様なデータから候補ルートの総走行時間を算出。「距離の長短」ではなく、「時間の早い/遅い」を
優先する独自のルートアルゴリズムにより、そのとき一番早く着くルートを選択します。

より早く、最適なルートで目的地へ。　

さまざまな検索機能で、お出かけをサポート。 気になる情報を伝えて、ドライバーの安心を支援。
停止位置を事前に確認。

スピードの出やすい場所を
事前にお知らせ。

一時停止地点を表示するとともに、効果音でもお
知らせ。見逃しやすい地点もあらかじめ把握できて
安心です。

［ 一時停止表示 ］※10

冠水地点を回避。

集中豪雨のときに冠水する可能性のある地点の
情報を表示。その場所を避けて運転するなどの対
策が立てられます。

［ 冠水地点表示 ］※11

新しい交通規制「ゾーン30」に対応。

区域内のクルマの最高速度を時速30km未満に制
限する交通規制「ゾーン30」のエリアに対応し、表
示することが可能です。エリアを把握することで安
全な運転を支援します。

［ ゾーン30エリア表示 ］※12

スマートループで実現する能力

カロッツェリア独自のネットワーク「スマートループ」にアクセスすることで、様々な情報をリアルタイムに取得し、ドライブに役立てられます。通信料金が3年分
付いた別売の専用通信モジュールを使うと、手間も費用も気にすることなくアクセスし続けることが可能※8。また、BluetoothのPAN/DUNプロファイルに対応
したiPhoneやスマートフォン（Android）でも接続できます※9。

［ オービスSD/オービスライブ ］［ ナビ地図定期便 ］

［ オービスSD/オービスライブ ］
全国596ヶ所のオービスポイントとねずみ捕り目撃
ポイント468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。

シーンに合わせて選べるユーザビリティー。

スマートコマンダー

CD-SC01   
希望小売価格
7,000円（税別）

NAVIGATION

interface

指先ひとつで、意のままに。
［ タッチパネル ］
まるでスマートフォンのような感覚で、快適に
ドライバーの意のまま地図を操れる「マルチ
ウェイスクロール」は、探している場所までの
距離やシチュエーションに応じて、「ドラッグ」

「フリック」「長押し」「短押し」といった多彩な
操作を使いわけることが可能です。そのときの
あなたに合った探し方で、スムーズに目的の
場所までたどり着けます。

ドライブ中によく使う機能を
手元に集約。

［ スマートコマンダー ］
別売のスマートコマンダーがあれば、地図操作や
ルート設定、AVのコントロールが「回す、押す、傾け
る」といったシンプルな動作で手元を見なくてもすぐ
実行できます。スマートコマンダーをフレキシブルに
設置できるホルダーもご用意しています。

周辺のガソリンスタンドの最新価格情報をハイオク、
レギュラーそれぞれ安い順に並べて表示できます。

［ ガススタ価格情報 ］※1※2

ガソリン価格を見比べて、お得に給油。

価格情報表示

店舗情報表示

［ 駐車場/充電スポット満空情報 ］※3 ［ NaviCon ］※5

周辺にある駐車場の5分ごとに更新される混雑情報を取得し、空
いている駐車場を目的地に設定できます。また、EVモードなら充
電スポットの満空情報※4もわかります。

スムーズに、いま空いている駐車場へ。 探した行先をカーナビに転送。

空車

満車

「VICS WIDE」に新たに対応「スマートループ渋滞情報TM」

［ナビ地図定期便］
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SD

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」
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）

希望小売価格の約半額だからおトク！

2

発売したら自動的に届くからラク！
ポイント常に最新の地図だからドライブも安心！

03-3261-7808Webサイトより
お申し込み

Option「オービスライブ」※13※14

CNAD-OP17ⅡDL
NEW
希望小売価格 2,000円（税別）
対応機種：AVIC-RL900/
RW900/RZ900/RZ700/RZ500/
RW300/RZ300等

Option「オービスSD」
CNAD-OP17SD
NEW
希望小売価格 4,800円（税別）
対応機種：AVIC-RL900/
RW900/RZ900/RZ700/RZ500/
RW300/RZ300等

■旧モデルの楽ナビをお使いの方は、P.18をご覧ください。

▶詳しくは、P.11または弊社ホームページ（carrozzeria.jp）
　をご覧ください。

名称や住所はもちろんジャンル検索やフリーワードでの検索、ルート案内時はルートサイドの施設を優先して検索したり、施設の営業
時間を考慮した検索までもが可能です。さらに「スマートループ」を使えばガソリンスタンドの価格情報や途中の駐車場の満空情報な
どリアルタイムな情報も知ることができ、快適なドライブをサポートします。

［ ハードキー ］
走行時の基本的な操作にも配慮して、押しや
すく、凸凹によって指先で直感的にわかるよう
にデザインされたハードキー。端正で落ち着
いたデザインに操作性を融合しています。

AVIC-RL900 AVIC-RW900

触感でわかる、迷わず押せる。

［ 純正ステアリングリモコン対応 ］※15

国産車全メーカーの純正ステアリングリモコンを簡
単に設定して操作が可能。ハンドルから手を離すこ
となく、ボリュームやトラックアップ/ダウンなどの操
作を行うことできます。また、学習機能によって好み
の設定を割り当てることもできます。

ステアリングから、手を離さず操る。

地図更新ソフトを
毎年・定期的にお届け。

「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。

NaviCon
提供元：株式会社デンソー
無料 Android ｜ iPhone

［ ハンズフリー ］※16

お手持ちのBluetooth®対応の携帯電話を使って、
｢ハンズフリー通話｣が行えます。突然の着信にも慌
てず、前を見たまま安心して会話ができます。

ドライブ中の通話も安心。

ドライブ中の操作を考え、より快適にカーナビを使いこなせるよう、多彩なインターフェースを搭載しています。

連休中は高速道路が渋滞することも
予測。

［ 渋滞考慮オートリルート ］※7

［ 検索 ］ ［ セーフティインフォメーション ］

［ 渋滞対応力＆ルート探索 ］

ポイント1

ポイント2

ポイント3

楽ナビに新たな機能をプラス。

※AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300の定期便発送開始時期は、2017年冬頃を予定しております。VICS WIDE/VICS渋滞情報表示

現在の渋滞情報 統計情報
（VICS WIDEのみ）

▲「スマートループ渋滞情報TM」のみ受信中の表示イメージ ▲「スマートループ渋滞情報™」＋「VICS WIDE」受信中の表示イメージ

過去の膨大な渋滞情報から分析したVICS情報を含む全道路の渋滞予測データ（約70万
km）を収録。曜日や時間帯などから渋滞する道路を高精度で予測します。また、道路幅や信
号、踏み切りの有無なども考慮するので、常にルートの正しい走行時間を導き出します。

「VICS WIDE」に対応し、一般道の旅行時間情報をはじめとする詳細な最新の渋滞情報や規
制情報を取得して、より精度の高い渋滞回避ルートを提案します。さらに、緊急情報にも対応
し、台風などの気象情報や津波の発生・火山の噴火などの特別警報情報も取得できます。



もっと出かけたくなる、充実のAV能力。
クルマにいる時間を、より快適で、楽しいひとときに。
楽ナビは、多彩な音楽や映像メディアをクルマの中でも快適に楽しめるよう、
クオリティの高い音質・画質を実現する磨き上げられた機能を搭載。
ドライブのあらゆるシーンをエンタテインメントで鮮やかに彩ります。

0807

［ 高音質 ］
カロッツェリアが培ってきた経験とノウハウを注ぎ込み、徹底的にチューニングされ
た音質設計の楽ナビ。好みに合わせて低音・ボーカル強調や前後の音場切換を行
える「カンタンベース設定」機能や、余韻まで忠実に再現するDSPを搭載することで、
音場を再現するのが困難な「車室内」という環境の中でも、本格的な高音質再生を
楽しむことができます。

クルマの特性に応じた最適な音場・音質へ。
［ タイムアライメント ］［ 13バンドグラフィックイコライザー ］
スピーカーからリスニングポジションまでの距離を設定することで、
音像の定位を最適な位置に調整が可能。より細かな音質調整がで
きるので、どんなクルマでも最適な環境で音楽を楽しむことができま
す。さらに、設定したパラメーターは、SDメモリーカード（別売）に
保存可能 ※11で、いつでも元の設定値を再現できます。

車室内を、
上質な音で包み込む。

［ 高画質 ］
高コントラストでメリハリのある画質を実現する「ブリリアントフィニッシュ
パネル」を採用 ※1。 高解像度の「 VGAモニター」、「LEDバックライト」とも
あいまって、地デジやDVD の映像を美しくクリアな高画質で楽しめます。

映像の世界が、
より鮮やかな色彩を放つ。

▲ タイムアライメント調整イメージ ▲ カンタンベース設定イメージ

▲ 13バンドグラフィックイコライザー設定イメージ

■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.11、13～16、裏表紙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。■ビジュアルはカタログ表現上のイメージです。商品や各画面写
真、取付はハメコミ合成で、色および仕様等は実際と異なる場合があります。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-RL900/RW900/RZ900」のみ。※2 「AVIC-RZ500/RW300/RZ300」はワンセグのみ対応。※3 AVRCP Ver1.4
に対応。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。「AVIC-RW300/RZ300」は非対応。※4 別売のミニジャック延長ケーブル（AV用）「CD-V200ME」等が必要となります。※5 別売のケーブル等が必要となります。詳し
くはP.15～16の「iPhone,iPod接続情報」をご覧ください。※6 SDXCメモリーカードに対応（最大メモリー容量128GB）。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。※7 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。※8 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）。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。※9 別売のUSB接続ケーブル「CD-U120」または「CD-U420」（P.17参照）が必要となります。※10 ノンストップCDは非対応です。曲間で音が途切れます。また、高音質の選択時の録音速度は4倍速です。※11 詳細設定のうち、アイド
リングアッテネーター設定とソースレベルアジャスター設定は保存されません。＊ご使用時にiPodやUSBデバイス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。また、iPodやUSBデバイス等を車内に長時間放置しな
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。＊地上デジタル放送、DVDビデオなど、映像系AVソースは、安全のため走行中は表示されません。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

エンタテインメントが加速する。

幅広いメディアの楽曲や映像を再生。

P07-08

楽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、楽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X G A 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-S

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

TVM-FW1040-B/FW1030-B/-S/FW1020-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.12をご覧ください。

【特長】●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。●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-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●モニターの角度調整（奥に30度、手前に60度まで）●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

10.2V型ワイドVGAフリップダウンモニター

TVM-FW1030-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-FW1030-S
オープン価格＊　（リモコン付属）

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）

● 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。

● 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

■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 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-HM050」（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120mm～190mm、シャフト径が10mm、または13mm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。

シートごとに別々の映像空間が味わえる
プライベートモニター。

9V型ワイドVGAプライベートモニター

TVM-PW900
オープン価格＊

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＊

※3 ※3

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

※2 ※3 ※6※7 ※7※8※９※4

×8
※5 ※1※10

SD

4アンテナ×4チューナーを搭載。
安定した視聴をより広いエリアで
楽しめます。

スタンドアローンタイプの地デジチューナー。美しい地デジの映像を楽しめる。

地上デジタルTVチューナー

GEX-909DTV オープン価格＊

4チューナー

対応機種
「AVIC-RZ500/RW300/RZ300」等

CD最大8倍速録音CD最大8倍速録音

［ メディア対応力 ］
最新のデジタルデバイスに対応した楽ナビは地上デジタル放送をはじめ、
DVD、CD、Bluetooth、SD、USBなど多彩なメディア再生に対応。また、楽ナビ
に挿したSDメモリーカード（別売）※6にCDの楽曲をすばやく録音できる「ミュー
ジックサーバー」も搭載※1。楽ナビなら、いつもお気に入りの映像や音楽でより
魅力的なエンタテインメントの世界が広がります。
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交通システムを活用して、ドライブをより快適にする。

ETCと新時代のETC2.0サービスに対応。

ETC2.0ユニット

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

楽ナビ連携タイプ

楽ナビ連携タイプ

ETCユニット

ND-ETC7
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-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300」等

ETC2.0ユニット

ND-DSRC3
オープン価格＊

■5.8GHz VICS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。

楽ナビに接続すれば、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。またETC2.0、ETCそれぞれの
セットアップが必要です。

対応機種 
「AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300」等

09

ETC2.0／ETC

通信

※ドライブレコーダーユニット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。

■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。商品や各画面写真、取付はハメコミ合成で、色および仕様等は実際と異なる場合があります。※1 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。※2 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。※3 別売のUSB接続ケーブル「CD-U120」または「CD-U420」（P.17参照）が必要となります。※4 同梱のmicroSDカードは動作確認用です。※5 カーナビ本体のバージョンアップが必
要になる場合があります。※6 カーナビ等に表示した場合には、多少粗く表示されます。※7 連続録画機能で録画された動画が20秒未満の場合には、さらにその前の連続動画ファイル全体を保護ファイルとして記録します。※8 衝撃検知直前の動画ファイル

の録画時間は、連続録画ファイルの設定時間により異なります。※9 保護ファイルはmicroSDカードの50％が保存領域の上限となります。※10 連続録画ファイルは「1分、3分、5分」から選択可能です。※11 保護ファイルは、「上書する」「しない」から選択で
きます。※12 録画開始までは、振動を検知してから数秒かかります。※13 セキュリティ機能を使用する場合は、常時電源への取付けが必要です。※14 microSDカードカバーをずらすことで電源OFF状態になり、セキュリティ機能も一時的にOFFすることがで
きます。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

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）

スマートに取付けるセパレートタイプ。

「もしも」のときにも安心・便利。

連携対応機種
「AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/

RZ500/RW300/RZ300」等

連 携 すっきり きれい

安心1 安心2

楽ナビと連携して、スムーズに操作。

楽ナビと接続すれば「ドライブレコーダーリンク」機能により、楽
ナビ本体で録画や再生、データ消去などのドライブレコーダー
機能が操作できます※6。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。

小型設計で車室内に調和するワンボディタイプのドライブレコーダーユニットです。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し、衝撃を検知すると、その際に記録され
た動画をイベントフォルダに保存します。また、駐車中に振動や動体を検知したときに
自動録画する「駐車監視機能」も搭載。ドライブ中に高画質で録画した映像は、本体の
モニターや接続したパソコンの画面で再生して確認することが可能です。

▲セキュリティ時のメッセージをカーナビの起動時に
お知らせ。すぐに確認。▲急いで映像を確認したい場合も、楽ナビですぐに再生。※5

［サムネイルからファイルを選択］ ［カーナビにメッセージを表示］

設置もすっきり目立たない。
カメラ部と本体部がそれぞれ小型に設計されたセパレートタ
イプなので、車室内にスマートに取付けられます。

フルHD画質でしっかり記録。
エンジンをかけると自動で録画を開始。高解像度207万画素の
CMOSセンサーを搭載したカメラ部と、フルHD録画に対応し
た本体部により、前方の風景を確認しやすい高画質で記録し
ます。画質は好みに合わせて3段階の調整が可能。なめらかな
動画を実現するフレームレート27.5fpsをすべての画質で採用
しているので、信号機の点灯も確実に捉えます。

衝撃映像は自動で保護。

通常は、上書きしながら動画ファイルを連続し
て作成し続けますが、衝撃を検知すると上書
きされないように映像を自動で保護。衝撃を
検知した時点から20秒間録画し、衝撃を検知
する前20秒間を含むファイルを保護ファイル
として記録。大切な瞬間が消えてなくなること
がないので、万が一の時でも安心です。（衝撃
の感度調整は3段階から設定可能）※7※8※9※10※11

「もしも」を見逃さない「セキュリティ機能」。

エンジンを切った駐車中でも、内蔵センサーが振
動を検知した場合は、自動で録画を開始※12。映像
を自動で保存します。また、セキュリティの感度
調整は3段階から設定可能。さらに、クルマに乗り
降りする際の誤検知を防止するため、セキュリ
ティ機能の起動時間も設定できます。※13※14

《録画設定時間：1 分間の場合》

●REC

ドライブレコーダー

1分間のファイル20秒 20秒1分間のファイル

1分間のファイル1分間のファイル1分間のファイル

【イベント発生時】

【通常時】

イベント時の動画ファイル+静止画
ファイルをロックして保護します。

イベント録画

ドライブレコーダーユニット

手軽に取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

※4
楽ナビ連携タイプ

スタンドアローンタイプ

ドライブレコーダーユニット

ND-DVR10
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。

▲カメラ側
▲モニター側

死角を逃さず、ドライバーへ伝える。バックカメラ

自然な画像で、高画質。見やすさを追求した汎用バックカメラ。

バックカメラユニット※1※2

ND-BC8Ⅱ
希望小売価格13,000円（税別）

バックカメラユニット

対応機種
「AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/

RZ500/RW300/RZ300」等

画像の輪郭や視野角を最適にチューニングし、歪みのない自然な高画質を実現。カメラ部には約31万画素、
1/4インチの高性能CMOSセンサーと原色カラーフィルターを採用し、昼間は鮮明に、夜間でも自然な
発色で見やすく画像を表示します。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、取付作業の効率が大幅に向上します。

▲昼間 ▲夜間 ▲駐車アシスト線表示例

190度の超広角レンズと映像処理による
多彩な表示で後方をサポート。

映像処理対応バックカメラユニット※1※2

ND-BC30Ⅱ★    希望小売価格42,000円（税別）

対応機種
「AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300」等

※映像処理機能がワイドモード以外では常に有効になっており、映像自体は多少粗く表示されます。 

KK-Y201BC

■バックカメラ接続用取付キット ※「ND-BC8Ⅱ」専用となります。 

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  NEW  希望小売価格7,000円（税別）
上記適合車種については、2016年11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-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300」等と「ND-BC8Ⅱ」を車両内配線を利用して接続できる
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を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」専用となります。 

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」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、2016年11月現在の情報です。

「AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300」等と「ND-BC8Ⅱ」を車両内
配線を利用して接続できる配線キットです。

KK-Y203BC

バックカメラ接続用取付キットならびにバックカメラ接続用配線キットについて、適合車種でも年式・グレード・仕様などにより、接続できない場合があります。対応ナビゲーションの車載取付可否については別途ご確認ください。

車両に装着されている配線を利用して、よりカンタン・確実な取付けをサポート。

ND-DC1

膨大なリアルタイムの情報をナビに反映できる。

※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。

通信料2年分付 更新用UIMカード
データ通信専用通信モジュール
更新用UIMカード※

UIM-1
希望小売価格12,000円（税別）

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
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-DC1」
をご購入いただきご使用ください。

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※3

「AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300」等

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）

「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（通信料金3年分付）。

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

▲ND-DVR10撮影映像
　（パソコン再生）イメージ 

▲取付イメージ

ND-DC2

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。

セキュリティ
機能

ノイズ対策

地デジ

207万画素207万画素録画

３軸

Gセンサー

ワンタッチ
同時撮影

輝度調整輝度調整

WDR

8GB

microSD

同梱

GPSGPS

カーナビ連動

!!
イベント撮影 同時録音

音声

視野角垂直

63°

カーナビ連動

27.527.5
フレームレート

fpsfps

自動録画

視野角水平
120°

楽ナビ（「 AV I C- R L 9 0 0 / R W 9 0 0 /
RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300」
等）なら、駐車アシスト線表示でしっ
かりサポート。
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11

スピーカー よりクオリティの高い音でドライブを彩る。

スピーカー、パワード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 スタンダードパッケージ（16、17cm対応）

誰でも簡単・確実に高音質化できる。

インナーバッフル

UD-K521
希望小売価格3,500円（税別）

トヨタ/ダイハツ/AUDI/VOLVO車用

UD-K522
希望小売価格3,500円（税別）

日産/スズキ/マツダ車用

UD-K524
希望小売価格4,000円（税別）

ホンダ/三菱/日産専用

UD-K525
希望小売価格4,000円（税別）

スバル車用

UD-K526
希望小売価格3,500円（税別）

スズキ/VW/日産/マツダ車用

UD-K528
希望小売価格5,500円（税別）

トヨタ車用

UD-K5210
希望小売価格4,000円（税別）

ホンダ車用

UD-K5211
希望小売価格5,000円（税別）

トヨタ車用

UD-K5212
希望小売価格6,500円（税別）

マツダ車用

＊ドア2枚分1セット

【TVアンテナケーブル長】AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700：左4m、左上4m、右4m、右上4m、AVIC-RZ500/RW300/RZ300：4m【画面サイズ】AVIC-RL900：8V型VGA、AVIC-RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300：7V型ワ
イドVGA【外形寸法（W×H×D）】AVIC-RL900：200×125.4×164［mm］、AVIC-RW900/RW300：205.5×104×160［mm］、AVIC-RZ900/RZ700/RZ500/RZ300：178×100×164［mm］【質量】AVIC-RL900：2.3kg、
AVIC-RW900/RZ900/RZ700/RW300：2.2kg、AVIC-RZ500/RZ300：2.1kg ＊ 映像コンテンツ全体の平均ビットレートが最大ビットレート（平均値）を超えていなくても、瞬間的なビットレートが最大ビットレートを超えると、正常に再生できない場合があります。

AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300

仕様一覧表

サブウーファー出力

ハイパスフィルター

イコライザー：13バンド グラフィックイコライザー

［USB部］

［共通部］
［パワーアンプ部］

［SDメモリーカード部］
［Bluetooth部］

［その他］

最大解像度（ピクセル）/最大フレームレート

[対応映像コーデック]

最大ビットレート（平均値/ピーク値）＊
4 Mbps/8 Mbps

2.5 Mbps/4 Mbps
768 Kbps/-

720×480@30 fps

最大消費電流10A
最大出：50W×4ch

［オーディオ部］

［モニター部］
［GPSアンテナ］

［地上デジタルTVチューナー部］

■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。■モニター本体の取付・配線や取り外しには、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。誤った取付・配線や取り外しを
行ったり、指定以外の部品を使用すると、事故やケガ・故障の原因となる場合があります。■フリップダウンモニターを取付ける場合には、車種別の専用取付キットをご使用ください。取付キット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。■メーカーオプションのナビゲーションシステム付車には接続できない場合があります。
■グレード・仕様により取付けできない場合があります。■取付けにはルーフヘッドライニングの一部を切り取る加工が必要になります。

■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。

※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/FW1030-B/FW1030-S用］「KK-W102FDL（希望小売価格7,000円（税別））」、または［TVM-FW1020-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。
※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2016年11月現在の情報です。

フリップダウンモニター用取付キット（別売）※

メーカー 型 番 希望小売価格（税別） 対 応 車 種

KK-Y101FD

KK-Y102FD＊5＊7

KK-Y103FD

KK-Y105FDL＊2

14,000円

12,000円
12,000円

14,000円トヨタ

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

ハイエース/レジアスエース［Ｈ16/8～現在］ 
「TVM-FW1040-B/FW1030-B/FW1030-S」用

KK-Y107FDM シエンタ［Ｈ27/7～現在］「TVM-FW1020-S」用
シエンタ［Ｈ27/7～現在］「TVM-FW1040-B/FW1030-B/FW1030-S」用

KK-Y106FD 16,000円

16,000円
16,000円

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

KK-Y104FD 14,000円 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

メーカー 型 番 希望小売価格（税別） 対 応 車 種
KK-H101FD
KK-H103FD＊1＊3 12,000円 オデッセイ［H25/11～現在］

12,000円 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

KK-H104FDM 12,000円 N-BOX（カスタム含む）［H23/12～現在］ 「TVM-FW1020-S」用

KK-S101FD

KK-M101FD

14,000円 スペーシア（カスタム含む）［H25/3～現在］

デリカD:5［H19/1～現在］ トリプルパノラマルーフ無車用

KK-S102FD
KK-S103FDL＊6

12,000円
15,000円
15,000円
12,000円

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/FW1030-B/FW1030-S」用

KK-S103FDM＊6 ソリオ［H27/8～現在］「TVM-FW1020-S」用

スズキ

ホンダ

日　産 KK-N101FD 12,000円 セレナ（S-HYBRID含む）［Ｈ22/11～H28/8］ パノラミックルーフ無車用

KK-Y105FDM＊2 14,000円

KK-H104FDL 12,000円 N-BOX（カスタム含む）［H23/12～現在］ 「TVM-FW1040-B/FW1030-B/FW1030-S」用

KK-D101FDL タント（カスタム含む）［H25/10～現在］
「TVM-FW1040-B/FW1030-B/FW1030-S」用 16,000円

KK-D101FDM タント（カスタム含む）［H25/10～現在］ 「TVM-FW1020-S」用16,000円ダイハツ
KK-D102FDL ウェイク［H26/11～現在］「TVM-FW1040-B/FW1030-B/FW1030-S」用 16,000円
KK-D102FDM ウェイク［H26/11～現在］ 「TVM-FW1020-S」用16,000円

KK-Y107FDL

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］

14,000円KK-Y108FD

三　菱

KK-H105FD＊1＊3＊4 12,000円 ステップワゴン（スパーダ含む）［H27/４～現在］

＊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。

スマートコマンダーホルダー（別売）
メーカー 型 番 希望小売価格（税別） 対 応 車 種

3,000円 
5,000円 

ホンダ

日　産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］※1AD-SC01

3,000円AD-SC04

AD-SC02

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

メーカー 型 番 希望小売価格（税別） 対 応 車 種

3,000円 トヨタ
ダイハツ
汎　用

AD-SC03
3,000円 AD-SC03

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2,500円 AD-SC05

メーカー 型 番 対 応 車 種

スズキ

日　産

ダイハツ

マツダ

スバル

VW

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］
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］

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

KLS-S801D

KLS-N801D
KLS-N801D

KLS-D801D

KLS-D802D

KLS-S801D
メビウス［H26/11～現在］※2KLS-Y806D 20,000円 ブラック（ラメ入り）

ブラック（ヘアライン調）

ムーヴ（カスタム含む）［H26/12～現在］KLS-D803D

KLS-S802D
KLS-F801D

KLS-VW801D

KLS-S802D
20,000円 

20,000円
20,000円

20,000円 

20,000円

20,000円 
20,000円
22,000円

22,000円

20,000円

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

シルバー

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

レガシィ B4/レガシィ アウトバック［H26/10～現在］

ゴルフⅥ、ザ・ビートル他※10

ピアノブラック

黒系

ピアノブラック
ピアノブラック
ブラック

（メタリック調）

ブラック（ラメ入り）

黒系（シボ入り）

シルバー

メビウス［H25/4～H26/11］※2KLS-Y802D 20,000円  

25,000円  

ブラック（ラメ入り）

ピアノブラック/
シルバー 2トーン

ピアノブラック/
シルバー 2トーン

ステラ（カスタム含む）［H26/12～現在］KLS-D803D 25,000円  ピアノブラック/
シルバー 2トーンピアノブラック/

シルバー 2トーン

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

トヨタ

ホンダ

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

N-WGN（カスタム含む）［H25/11～現在］

20,000円

20,000円

20,000円 

KLS-Y801D

KLS-Y802D

20,000円KLS-Y803D

20,000円KLS-Y804D
ブラック（メタリック調）
ブラック（ラメ入り）

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］20,000円KLS-Y805D
プリウスα［H26/11～現在］※220,000円KLS-Y806D

シエンタ［H27/7～現在］※2※7

フィット（ハイブリッド含む）［H25/9～現在］※215,000円KLS-H801D
ヴェゼル（ハイブリッド含む）［H25/12～現在］15,000円KLS-H802D
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-BOX SLASH［H26/12～現在］※2※5

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

20,000円KLS-H803D

KLS-H804D

20,000円KLS-H805D

楽ナビ「AVIC-RL900」8V型カーナビゲーション取付キット（別売）

楽ナビ「AVIC-RW900/RW300」用取付キット（別売）

ピアノブラック/
黒系（シボ入り）2トーン アクア［H26/12～現在］※2※620,000円KLS-Y807D

KLS-Y808D

ピアノブラック ステップワゴン（スパーダ含む）［H27/4～現在］20,000円KLS-H806D

※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。
＊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、2016年11月現在の情報です。

※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。

ハイエース/レジアスエース［Ｈ16/8～現在］ 「TVM-FW1020-S」用

15,000円
ブラック（メタリック調） プリウス［H27/12～現在］

ピクシス メガ［H27/7～現在］

KLS-Y809D

KLS-D802D

20,000円
ブラック（メタリック調） エスティマ（ハイブリッド含む）［H28/6～現在］KLS-Y810D NEW 20,000円

20,000円

※上記適合車種については、2016年11月現在の情報です。

<カットオフ周波数>：50、63、80、100、125、160、200［Hz］、<スロープ>：-18［ dB/oct.］、<調整幅>：+10～-24［dB］（1dB/step）、<位相>：NORMAL/REVERSE

<周波数>：50、63、80、100、125［Hz］、<スロープ>：-12［dB/oct.］、<調整幅>：-

<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)
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：Class 2以上、フォーマット：Ver.3.0、最大メモリ容量：128GB、ファイルシステム：FAT16、FAT32、ex FAT
Bluetoothバージョン：Bluetooth3.0 +EDR（AVIC-RW300/RZ300は非搭載）、出力：最大+4dBm（パワークラス2）（AVIC-RW300/RZ300は非搭載）
放送方式：地上デジタル放送方式(日本)、受信チャンネル：UHF 13 ch～52 ch
GPSアンテナケーブル長：3.6m
画素数：1,152,000 画素［ 水平800×垂直480×3(RGB)］、バックライト：LED
DVD/CDプレーヤー部
SN比(IHF-A network)：＜DVD/CD＞100dB(1kHz)、ダイナミックレンジ：＜DVD＞94dB(1kHz)　＜CD＞94dB(1kHz)、高調波歪率： 0.007%(1kHz)、プリアウト最大出力レベル：2.2V/1kΩ

MPEG-4 Video
H.264/AVC
WMV(VC-1)
MPEG-4 Video
H.264/AVC
WMV(VC-1)

手元で楽ナビの操作を可能にするコマン
ダー。地図のスケール変更やスクロール、
AVソースの切換え等の操作が可能です。

インテリアに調和し、フレキ
シブルに取付けられます。

多彩な高性能を手元で操る。
スマートコマンダー

CD-SC01   
希望小売価格7,000円（税別）

スマートコマンダーホルダー

AD-SC05
（フリースペース取付用）

希望小売価格2,500円（税別）

▲AD-SC05：フリースペース取付例

　　    
対応機種

「AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/
RW300/RZ300」等

スマートコマンダー

質の高い低音で音楽も映画も迫力が増す。

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）

パワードサブウーファー

小型でカンタン設置、出音が躍動する。

パワーアンプ

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）

質感あふれる音でドライブがより心地よくなる。 広がる音場感で車室内が快適な空間になる。

フロントスピーカー リアスピーカー

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）

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）

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） 

17cmセパレート2ウェイスピーカー
TS-V172A
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-C1720AⅡ 
希望小売価格32,000円（税別/4個1組） 

TS-F1730S TS-STX510

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

日　産
5,000円
5,000円トヨタ

ダイハツ

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

メーカー 型 番 希望小売価格（税別）

5,000円  

6,000円  

KJ-N102DK

KJ-N103DK

スバル
5,000円

5,000円  

KJ-F101DK

KJ-F102DKスズキ

ダイハツ

日　 産
三 　 菱 5,000円 

5,000円 
6,000円 

KJ-N101DK

KJ-S101DK
KJ-S102DK 

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）

6,000円 KJ-D205DK

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。

▲スマートコマンダー専用ダイレクトメニュー画面

順次対応車種拡大予定。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。

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。

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

「TVM-FW1030-S」などの取付キットや対応車種について、 
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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P13-14

13

詳細市街地図 （シティマップ） P.3

ターゲットマップ P.3

一方通行表示
一時停止表示 P.6 　　　　　
冠水地点表示 P.6 　　　　　　　
ゾーン30表示 P.6

ハイウェイモード P.3

AVサイドビュー P.3

駐車場マップ P.3

地点登録
名称検索
フリーワード検索 

よく行くランキング 

住所検索（件数）※1

電話番号検索 （総件数）※1

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 P.5

駐車場満空情報 P.5

充電スポット検索
テレビdeみ～た
NaviCon対応 P.5

スマートループ渋滞情報™ P.4

渋滞予測データ P.4、5

VICS / FM多重放送受信
VICS WIDE P.4、5

エコ・ルート探索 

渋滞考慮ルート探索 （スマートループ） P.4

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） P.5

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 
ドライバーズビューモード 
オートアングルチェンジ 
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※2

サイレントガイドモード
オートパーキングメモリー
リアルタイムプローブ™対応

蓄積型プローブ対応

ナビスタジオ

ナビ地図定期便 P.6

自車位置測位方法 P.4

ジャイロ10Hz測位 P.4

マイセットアップ
ウェザーライブ
EVモード 

ETC対応 P.9

ITSスポット対応 P.9

全国1,336都市

●

●

●

全国約3,900ヶ所

全国1,679ヶ所

●

● ※3

全国119ヶ所

1,000件

●

■（ 要通信・別売オプション ※4）

●

約3,970万件

約2,815万件

約2,100万件

約1,920万件

約715万件

●

●

●

■（ 要通信・別売オプション ※4）

■（ 要通信・別売オプション ※4）

●

●

●

■（ 要通信・別売オプション ※4）

●

●

●

●

■（ 要通信 ※4）

●

■（ 要通信 ※4）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■（ 要通信・別売オプション ※4）

●

●

●

クリスタル3Dハイブリッドセンサー
（車速信号対応）+ GPS

●

●

■（ 要通信・別売オプション ※4）

●

■（ 要別売オプション ※8）

■（ 要別売オプション ※9）

全国1,336都市

●

●

●

全国約3,900ヶ所

全国1,679ヶ所

●

● ※3

全国119ヶ所

1,000件

●

■（ 要別売オプション ※5※6）

●

約3,970万件

約2,815万件

約2,100万件

約1,920万件

約715万件

●

●

●

■（ 要別売オプション ※5※6）

■（ 要別売オプション ※5※6）

●

●

―

■（ 要別売オプション ※5※6）

●

●

●

●

■（ 要通信 ※5※6）

●

■（ 要通信 ※5※6）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■（ 要別売オプション ※5※6）

●

●

●

クリスタル3Dハイブリッドセンサー
（車速信号対応）+ GPS

●

●

■（ 要別売オプション ※5※6）

●

■（ 要別売オプション ※8）

■（ 要別売オプション ※9）

10m～50mスケールで、ビルや家屋の形まで表示可能。
地図上の表示選択が可能。（通常表示/文字拡大/道路重視）
10m～100mスケールで、地図上に矢印で表示。
一時停止地点を地図上に表示し、効果音でも注意喚起可能。
集中豪雨時に冠水する可能性がある地点を地図上に表示可能。
クルマの制限速度30km未満のエリアを地図上に表示可能。
高速道路走行時の専用地図表示。
画面を分割して、AVソースと地図画面を同時表示。
全国主要都市の地下/立体駐車場の詳細地図。
任意の地点を登録。詳細情報の設定、編集が可能。
施設名称や思い付いたワード（マルチ検索）などを入力。
名前がわからなくても、場所、ジャンルなどのワードで検索。
よく検索する場所をランキング形式で表示。

「○丁目○番地○号」までピンポイントで検索可能。※1
電話番号入力による検索。
お店や個人宅へピンポイント検索が可能。※1
個人宅をピンポイントで検索。※1
店舗やスポットをピンポイントで検索。※1
自車位置や任意の場所の周辺施設を検索。
営業時間を考慮して周辺施設を検索。（対象ジャンル：ガソリンスタンド、駐車場、ATM、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ファーストフード、カフェ（一部）など）
豊富なジャンルから施設を検索。エリアでの絞り込みも可能。
周辺のガソリンスタンドを価格情報などとともに検索可能。
特定の駐車場の場所とともに満空情報も表示可能。
周辺の普通充電器や急速充電器の設置スポットを検索。
旬な情報やテレビで紹介されたスポットを参考に目的地設定。
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。
VICS非対応の道路まで、全国約70万kmの全道路の情報取得。
過去の渋滞を基に独自の渋滞予測データを収録。（約70万km）
都道府県単位の広域エリアのVICS情報を受信して表示。
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。
最も燃料（または電力）消費量の少ないルートを探索可能。（電力：EVモード設定時）
スマートループ渋滞情報™を考慮した、より早く着くルートを探索。
渋滞予測情報を基に、将来の渋滞を考慮してルート探索。
スマートループ渋滞情報™やVICS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し新ルートとして提案します。
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。
ETC専用の「スマートIC」を考慮したルート探索が可能。
複雑な交差点も、緻密でリアルなイラストで分かりやすく誘導。
交差点の手前でドライバー目線の3D地図に切換え。
上空からの目線でアングルを切換えながら分かりやすく誘導。
交差点までの距離と曲がる方向を矢印でわかりやすく誘導。
ルート上の都市高速入口をイラスト表示。
高速道路のジャンクションなどをイラストと方面看板で表示。
ハイウェイモードで、SA/PA内の施設情報をイラスト表示。
地図上にETCレーンのイラストを表示します。
料金所を通過後、進行方向をイラストで表示。
一般道の方面案内を方面看板の形状で表示。
案内ルートを走行中、推奨レーンを矢印で表示。
一般道で立体交差の側道を立体的に描写したイラストで表示。
細街路のルート案内中においても、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や音声で案内。
音声案内や交差点案内表示を行わないモードに設定可能。
駐車場の入口や出口データを使用したルート探索が可能。
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し、ドライブに役立つ情報に加工して配信する還元システム。

メディアとパソコンを通じ、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し、ドライブに役立つ情報に加工して配信する還元システム。
（市販のSDメモリーカードを使用）

自宅でナビ機能の設定や準備ができ、情報取得やバージョンアップが可能。（楽ナビ用）

新しい道路や施設情報などの更新データを毎年、定期的にお届けします。

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。

自車位置を1秒間に10回測位し、正確な自車位置表示を実現。
画面や音声に従って、簡単に自分好みの初期設定が可能。
気象情報を取得し、画面に表示したリルート探索に反映。
残りの航続距離や充電スポットの場所、満空情報などを表示。
有料道路での自動料金収受システムが利用可能。
ETCに加え、現在提供中のETC2.0サービスが利用可能。

項 目 名 掲  載
ページ

スマート
ループで

実 現
機 能 説 明

全国1,336都市

●

●

●

全国約3,900ヶ所

全国1,679ヶ所

●

●

全国119ヶ所

1,000件

●

■（ 要通信・別売オプション ※4）

●

約3,970万件

約2,815万件

約2,100万件

約1,920万件

約715万件

●

●

●

■（ 要通信・別売オプション ※4）

■（ 要通信・別売オプション ※4）

●

●

●

■（ 要通信・別売オプション ※4）

●

●

●

●

■（ 要通信 ※4）

●

■（ 要通信 ※4）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■（ 要通信・別売オプション ※4）

●

●

●

クリスタル3Dハイブリッドセンサー
（車速信号対応）+ GPS

●

●

■（ 要通信・別売オプション ※4）

●

■（ 要別売オプション ※8）

■（ 要別売オプション ※9）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

訪問宅データ件数
個人宅ピンポイントの件数
タウンページデータ件数

そ
の
他

＊スマートループ渋滞情報™等の取得には、別途スマートループ利用登録等が必要となります。※1 一部ピンポイント検索できない場合があります。※2 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。ドライバーズビューモード/アローガイドモード/交差点拡大図にて表示可能。また音声案内も行います。※3「AVIC-RZ500/RW300/RZ300」はワンセグの表示ができません。
※4 別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」等とUSB接続ケーブル「CD-U120」または「CD-U420」、もしくはBluetoothの通信接続PAN/DUNプロファイルに対応したスマートフォンまたは携帯電話が必要です。※5 別売のデータ通信専用

通信モジュール「ND-DC2｣等が必要です。※6 別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2｣等を接続される場合は、別売のUSB接続ケーブル「CD-U120」または「CD-U420」が必要です。※7 別売のデータ通信専用通信モジュール
「ND-DC2」等とUSB接続ケーブル「CD-U120」または「CD-U420」、もしくはBluetoothの通信接続PANプロファイルに対応したスマートフォンまたは携帯電話が必要です。※8 別売のETCユニット「ND-ETC7」が必要です。※9 別売のETC2.0
ユニット「ND-DSRC3」が必要です。 ■ 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。

■カロッツェリア カーナビソフト機能比較表

地
図
表
示
／
地
点
登
録

検

　
　
　索

渋
滞
対
応

ル
ー
ト
探
索

誘

　導

地
図

更
新

自
車
位
置

精
度

ス
マ
ー
ト

ル
ー
プ

AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700 AVIC-RZ500 AVIC-RW300/ RZ300

8V型

オープン価格*　NEW オープン価格*　NEW オープン価格*　NEW オープン価格*　NEW オープン価格*　NEW オープン価格*　NEW オープン価格*　NEW 

7V型
ワイド

AVIC-RL900 AVIC-RW900

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

カロッツェリア 楽ナビ  ラインアップ 7V型

AVIC-RZ900

7V型

AVIC-RZ500

7V型
ワイド

AVIC-RW300

7V型

AVIC-RZ300

7V型

AVIC-RZ700

■：別売の商品またはオプションが必要となります。
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モニター形状

表示パネル

2画面表示

コントラスト調整

通信機器対応
 P.4

カメラ入力

音声/映像入力

映像出力

音声出力

USB入力端子

ステアリング
リモコン接続端子

デジタルダイレクト伝送

D/Aコンバーター

タイムアライメント
 P.7

 P.7

イコライザー

VSC（バーチャル サウンド クリエーター）

サブウーファーコントロール（ローパスフィルター）

地上デジタル
TVチューナー

  DVD

    CD

 P.7

 USB※2

iPhone、 
iPod

   SD/
microSD※2

Bluetooth®オーディオ

ミュージック
  サーバー

（MSV）

FM/AMチューナー

「スライド」はモニター部と操作部が一体化して前面を覆います。

カーナビの地図やテレビなどの動画を表示する画面のサイズを示します。

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。

「スマートループ渋滞情報™」や「フリーワード検索」など各種通信機能が利用可能です（通信料3年分付）。

Bluetooth®（PAN、DUNプロファイル）接続に対応したiPhoneやスマートフォン（Android）、携帯電話などを接続して通信機能を利用できます。

手元に設置したスマートコマンダー（CD-SC01:別売）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。

カーナビに手を近づけることで、直接画面や操作キーに触れることなく情報の表示が行えます。

ナビやAVのメニューがひとつの画面で見通せます。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

別売のケーブル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。

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。

ソースに刻まれたデジタル信号を余すことなく音楽信号に変換。圧倒的なワイドレンジとダイナミックレンジにより微細な音までも正確に描き出します。

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。

お好みに合わせて調整したものを登録することができます。（1モード）

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（SUPER BASS/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。（2モード）

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。MUSIC STUDIO/DYNAMIC THEATER/ACTOR’S STAGE/RELAX LIVINGから選択できます。

内蔵のローパスフィルターをコントロールし、手元でサブウーファー出力（RCA）に接続したサブウーファーの出力調整が可能です。

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。

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。

WMA/MP3/AAC/WAVファイルの再生が可能です。

ファイルに記録されているタイトルなどの表示が可能です。

iPhone、iPodに収録された音楽の再生が可能です。

WMA/MP3/AAC/WAVファイルの再生が可能です。

WMV/MPEG4（.avi/.mp4/.m4v）/H.264ファイルの再生が可能です。

ファイルに記録されているタイトルなどの表示が可能です。

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SDメモリーカードに自動録音します。

CDの楽曲データを高音質で自動録音します。

別売の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。FM:76～99MHz対応。

フル電動スライド

7V型ワイドVGA液晶

（ブリリアントフィニッシュパネル）

AVサイドビュー
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機      能 機 能 説 明

データ通信専用通信モジュール

Bluetooth®対応携帯電話

バックカメラ入力端子（RCA） P.9

ミニジャック端子（AUX入力）

RCA端子（リアモニター用）1系統※5

RCA端子（プリアウト）1ch：サブウーファー

スマートコマンダー対応 P.6、9

エアージェスチャー 

セントラルメニュー 

アクティブインフォ 

ステアリングリモコンケーブル P.17

ユーザーメモリー

13バンドグラフィックイコライザー

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※1

ファイル再生 音楽ファイル（WMA/MP3/AAC/WAV）

タイトル表示（WMA/MP3/AAC）/ファイル名表示（WAV）

音楽再生

ファイル再生

タイトル表示（WMA/MP3/AAC）/ファイル名表示（WAV）

MP3方式（標準：128Kbps）

MP3方式（高音質：320Kbps）

CDDBタイトル表示

ビデオモード/VRモード

音楽ファイル（WMA/MP3/AAC）

音楽ファイル（WMA/MP3/AAC）

音楽ファイル（WMA/MP3/AAC/WAV）

動画ファイル（WMV/MPEG4/H.264）

オート放送局サーチ

ナビマップリンクTV局エリアプリセット

イベントリレー

電子番組ガイド（EPG）

放送局名表示
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■カーナビ /ＡＶ機能一覧表

※1 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。※2 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。※3 「AVIC-RZ500/RW300/RZ300」はワンセグの表示ができません。※4  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）または別売iPhone/iPod用接続ケーブル「CD-IUV51M」に付属の延長ケーブルをあらかじめ接続しておく必要があります。※5 SDメモリーカード内の映像ファイル、ナビの画像はリ
アモニターに表示できません。また、「AVIC-RZ500/RW300/RZ300」はワンセグの表示もできません。※6 別売のUSB接続ケーブル「CD-U420」または「CD-U120」が必要です。※7 対応ソースはDVD/CD。※8 USBの接続には別売のUSB接続ケーブル「CD-U120」

が必要です。※9 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。※10 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。※11 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。※12 ノンストップCDは非対応です。曲間で音が途切れます。 ■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。

AVIC-RW900/RZ900AVIC-RL900 AVIC-RZ700 AVIC-RW300/RZ300AVIC-RZ500掲  載
ページ

P15-16

■：別売の商品またはオプションが必要となります。

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 通信モジュール等と同時接続される場合には、別売のUSB接続ケーブル「CD-U120」（P.17参照）が必要となります。また、iPhone 4sはビデオ再生が可能です。※2 LightningコネクターのiPhone、iPodを接続するケーブルを車内に常設する場合は
別売のiPhone/iPod用USB変換ケーブル「CD-IU010」（P.17参照）を、30ピンのコネクタをもつiPhone、iPodを接続するケーブルを車内に常設する場合は別売のiPhone/iPod用USB変換ケーブル「CD-IU51」（P.17参照）をご使用ください。※3 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。詳細は弊社ホームページ（carrozzeria.jp）内、「iPhone、iPod接続情報」にてご確認ください。※4 iPhoneまたはiPod電源OFF時から接続した場合、 

エラー表示がされます。再接続で復帰します。※5 ビデオポッドキャストの選択/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。※6 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。
※7 シャッフル再生が正常に動作しない場合があります。※8 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。

2016年11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」
（USB接続ケーブル「CD-U420」＋iPhone、iPod付属のケーブル※1※2） 

iPhone/iPod用USB変換ケーブル
「CD-IUV51M」＋USB接続ケーブル「CD-U420」※1

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

第5世代

◎

9.3.5
型　　番

◎

9.3.5

iPhone 4s

◎

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

※3、4、7 ◎

10.0.2
第6世代

※3、7、8 ◎

1.0.4
第7世代

※3、7

※3、4、5、7

※3、6、7、8 ※3、6、7、8 ※3、6、7、8 ※3、6、7、8 ◎ ※3、6、7、8

10.0.2

iPhone 7、
iPhone 7 Plus

※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-RL900/RW900/RZ900/
RZ700/RZ500/RW300/RZ300
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■バージョンアップ一覧

商品型番/品名対象機種 実施時期 提供方法希望小売価格
（税別）

AVIC-HRZ990/HRZ900/HRZ099 20,000円 CNAD-OP17ⅡCNDV-R3900H

AVIC-HRZ880/HRV110G/HRV110/HRZ800/HRV200/HRV100/HRZ088/HRV022/
HRV011/HRZ009GⅡ/HRV002GⅡ/HRZ009G/HRV002G/HRZ009/HRZ008/HRV002

20,000円 CNAD-OP17ⅡCNDV-R21000H

商品型番/品名対象機種 実施時期 提供方法対応オービスROM/
オービスライブ

希望小売価格
（税別）

AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ066/MRZ009/MRZ007/MRZ007-EV 19,000円CNSD-R6510

AVIC-RL99/RW99/RZ99/RZ77/RL09/RW09/RZ09/RZ07 4,000円
CNAD-
   OP17SD/
   OP17ⅡDL

CNAD-OP17ⅡDL

CNMK-R7310

19,000円 CNAD-OP17ⅡDL

CNAD-OP17ⅡDL

CNAD-OP17ⅡDL

CNSD-R5610

18,000円 CNAD-OP17ⅡDL※3CNSD-R4610AVIC-MRZ06/MRZ04/MRZ02/MRZ07Ⅱ/MRZ05Ⅱ/MRZ03Ⅱ/MRZ02Ⅱ/MRZ07/MRZ05/MRZ03

楽
ナ
ビ
／
楽
ナ
ビ
L
i
t
e
／
E
V
用
ナ
ビ

H
D
D
楽
ナ
ビ

商品型番/品名対象機種 実施時期 提供方法対応オービスROM/
オービスライブ

希望小売価格
（税別）

AVIC-DRZ009/DRV005/DRV002/DR001/DRZ99/DRV55/DRV22/DR11/DRZ09/
DRV05/DRV02/DR01/DRZ90K/DRV20K/DRZ90/DRZ80/DRV50/DRV20/DR10
DRV250K/DRV220K/DRV250/DRV220/DR200/DRV150K/DRV120K/DRV150/DRV120/DR100

24,000円 CNAD-OP14ⅡCNDV-R310211

D
V
D
楽
ナ
ビ

AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ066/MRZ009/MRZ007/MRZ007-EV 16,000円 CNAD-OP17ⅡDLCNVU-R6510DL

19,000円CNSD-R7310

16,000円CNVU-R7310DL

AVIC-MRZ09Ⅱ/MRZ09
16,000円CNVU-R5610DL

16,000円CNVU-R4610DLAVIC-MRZ06/MRZ04/MRZ07Ⅱ/MRZ05Ⅱ/MRZ07/MRZ05

対応オービスROM/
オービスライブ

■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」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」が別途必要と
なります。■「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。 

バージョンアップに必要なお手続きや詳しい手順、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。

その他の仕様について、または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。

アドオンディスク

企画・製作：株式会社 三栄書房OPTION/SSR委員会
※1 オービスライブをご購入いただくには、最新の全データ更新（2016年第2版）が必要となります。 ※2 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（楽ナビ/EVナビ用）」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。

Option「オービスライブ」※1、2

CNAD-OP17ⅡDL
NEW  希望小売価格 2,000円（税別）

Option「オービスSD」
CNAD-OP17SD
NEW  希望小売価格 4,800円（税別）

Option「オービスROM」
CNAD-OP14Ⅱ
希望小売価格 3,000円（税別）

Option「オービスROM」
CNAD-OP17Ⅱ
NEW  希望小売価格 3,000円（税別）

※対応機種・対応バージョンならびに、その他のOption「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。

商品型番/品名対象機種 実施時期 提供方法対応オービスROM/
オービスライブ

希望小売価格
（税別）

実施時期 提供方法対応オービスライブ希望小売価格
（税別）

ーAVIC-EVZ05/EVZ9/EVZ5 16,000円CNSD-E610
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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

地図割

地図割

地図割

送  付

D  L

D  L

D  L

D  L

■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-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/
RZ300」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。

■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-RL900/ 
RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300」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-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/
RZ300」等に同梱しているGPSアンテナの延長ケー
ブルです。

■USB接続ケーブル
CD-U120 2m　
希望小売価格3,000円（税別）

「AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/
RZ300」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。

■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）

「AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/
RZ300」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。「CD-U420」が別途必要です。

CD-IU51 50cm　
希望小売価格3,000円（税別）

「AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/
RZ300」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。「CD-U420」が別途必要です。

CD-IUV51M 2m
希望小売価格3,500円（税別）

「AVIC-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/
R Z 3 0 0」等と30ピンドックコネクターのiPhone、
iPodを接続するためのケーブルです。※2 

「CD-U420」が別途必要です。

■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）  
楽ナビ等※2の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。

「AVIC-RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300」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。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。
＊「AVIC-RL900」は専用の取付キット（P.12参照）にて対応可能です。ただし、一部車種は別売ケーブル等が必要となります。
＊対応機種や操作可能な機能など詳細は、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご確認ください。

■ステアリングリモコンケーブル
KJ-Y101SC 希望小売価格2,000円（税別）
KJ-Y102SC 希望小売価格2,000円（税別）
KJ-H101SC 希望小売価格1,500円（税別）
KJ-F101SC 希望小売価格1,500円（税別）

取付関係

リモコン関係

その他オプション

O
P

T
I

O
N

 
 ■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

■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-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/
RZ300」等※2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。

■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-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/
RZ300」等にiPhone、iPodや通信モジュール、USBデ
バイス等を接続する場合に必要なケーブルです。

■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。

■HDMIケーブル
CD-HM020 2m　
希望小売価格2,000円（税別）
HDMI端子を装備した商品と外部機器などを接続
するためのケーブルです。

CD-HM050 5m
希望小売価格4,000円（税別）
HDMI端子を装備した商品と外部機器などを接続
するためのケーブルです。

■HDMIスイッチホールカバー
KK-Y12HM 
希望小売価格5,500円（税別）
トヨタ車の空いているAタイプ（23mm×34mm）の
スイッチホールを利用し、HDMI中継端子として
設置するためのカバーです。

■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）
楽ナビ等 ※ 2のビデオ入 力 端 子（4 極 3 . 5φミニ
ジャック）とiPodやポータブル機器※3等を接続する
ためのケーブルです。

■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-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/
RZ300」等に対応。

KJ-Y101SC

ステアリングリモコンアダプターならびにケーブルについて、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アダプターならびにケーブル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アダプター、ケーブル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。

KK-Y201ST （トヨタ車用/ダイハツ車用）

KK-Y202ST （トヨタ車用）

KK-T202ST （マツダ車用/日産車用）

KK-F202ST （スバル車用）KK-Y201ST

■バックカメラ接続用取付キット  ※「ND-BC8」、「ND-BC8Ⅱ」には使用できません。

KK-Y101BC  希望小売価格6,000円（税別）  トヨタ プリウス［H22/2～現在］

KK-Y102BC  希望小売価格6,000円（税別）  トヨタ プリウスα［H23/5～現在］、ウィッシュ［H24/4～現在］、
  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］

KK-Y103BC  希望小売価格6,500円（税別）  トヨタ 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］

KK-Y104BC  希望小売価格6,000円（税別）  トヨタ ヴォクシー〈煌等を除く〉/ノア［H19/6～H26/1］

KK-N101BC  希望小売価格7,500円（税別）  日産 エルグランド［H22/8～現在］、ジューク［H22/6～現在］

＊取付けるカーナビによっては、使用しない部品や別途必要になる商品があります。
詳しくは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご確認ください。 
＊「ND-BC7」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、2015年11月現在の情報です。

「ND-BC7」接続用配線キットとカーナビを車両に取付けるための専用キットも同梱した取付キットです。

バックカメラ接続用取付キットならびにバックカメラ接続用配線キットについて、適合車種でも年式・グレード・仕様
などにより、接続できない場合があります。対応ナビゲーションの車載取付可否については別途ご確認ください。

CD-UV020M  2m　希望小売価格3,000円（税別）
「AVIC-MRZ02Ⅱ/MRZ06/MRZ04」等とiPhone、iPodやUSBデバイス、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ケーブルです。
＊iPhone、iPodと接続する場合は、iPhone/iPod用USB変換ケーブル「CD-IUV51M」が別途必要です。※1

■ステアリングリモコンアダプター※4

■USB/AUX接続ケーブル

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。

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（pioneer.jp/carrozzeria/system_up/option）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 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.15～16）をご覧ください。※2 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。※3 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。※4 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。

■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。

■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）

「AV I C - R W 9 0 0 / R W 3 0 0」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。

KK-Y301BA

純正の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。
＊適合車種につきましては、弊社ホームページ

（carrozzeria.jp）をご確認ください。

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-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

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

■純正バックカメラ接続アダプター※4

対象機種 商品型番/品名

実施時期 提供方法対応オービスライブ希望小売価格
（税別）対象機種 商品型番/品名

AVIC-MRP900/MRP700/MRP600 4,000円CNMK-RP510

AVIC-MRP770/MRP660/MRP099/MRP088/MRP077/MRP066/
MRP009/MRP008/MRP007/MRP006 16,000円CNVU-RP510DL

AVIC-MRP770/MRP660/MRP900/MRP700/MRP600/MRP099/
MRP088/MRP077/MRP066/MRP009/MRP008/MRP007/MRP006 19,000円 CNAD-OP17ⅡDL

CNAD-OP17ⅡDL

CNAD-OP17ⅡDL

CNSD-RP510

※6,7

地図割
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※1

※1

※1、10

※4,6,7

※1、10

※1、10

※1、10

※1、10

※1

※2　　　　　　　　　

※4

※8

※1

※1、10

※1

※1

※1

※1

※4

※4

※4

※4

※1

※2

※2

※10

ND-DC2

※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。※別売のUSB接続ケーブル「CD-U120」または「CD-U420」が必要となります。

■データ通信専用通信モジュール更新用UIMカード※

UIM-1
希望小売価格12,000円（税別）

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-DC1」をご購入いただきご使用ください。

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-RL900/RW900/RZ900/RZ700/RZ500/RW300/RZ300」等と接続し※

「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
料金3年分付）。

多彩な通信を利用した機能をサポート。  通信料金3年分付。

ND-DC1

■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）

KK-S201ST （スズキ車用）

KK-H201ST （ホンダ車用）

KK-M201ST （三菱車用/日産車用）
 希望小売価格各8,000円（税別）

データ通信関係

●「CNVU-A3710DL、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。「CNVU-A4600DL/A3700DL/A3710DL/A800DL」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。

AVIC-RL99/RW99/RZ99/RZ77/RZ66/RL06Ⅱ/RZ55/RW33/RZ33/RZ22/RL09/
RW09/RZ09/RZ07/RZ06/RL05/RZ05/RW03/RZ03/

AVIC-RZ66/RZ06Ⅱ/RZ55/RW33/RZ33/RZ22/RZ06/RL05/RZ05/RW03/RZ03

※1 2016年10月1日施行分までの市区町村合併に対応（2016年4月時点でデータ取得可能なもの）。※2 2015年4月1日施行分までの市区町村合併に対応（2014年10月時点でデータ取得可能なもの）。※3  「AVIC-MRZ03Ⅱ/MRZ03/MRZ02Ⅱ/MRZ02」は、
「CNAD-OP17ⅡDL」には対応しておりません。※4 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）。※5 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。※6 「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。
※7 「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  2013年4月1日施行分までの市区町村合併に対応（2012年10月時点でデータ取得可能なもの）。※9 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。※10 「CNAD-OP17ⅡDL」は、2016年11月から2017年4月まで配信予定です。2017年5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。

定期便 「ナビ地図定期便」対象　詳しくはP.6をご覧ください。

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/

定期便

定期便 *

AVIC-T20/T10
15,000円CNVU-A800DL※5

18,000円CNSD-A800

AVIC-T99/T77/T55/MP55/MP33Ⅱ/MP33 19,000円CNSD-A4600

AVIC-T99/T77/T55

AVIC-T07Ⅱ/T05Ⅱ-SV/T05Ⅱ-GR/T07/T05/T05-S1

AVIC-T07Ⅱ/T05Ⅱ-SV/T05Ⅱ-GR

16,000円CNVU-A4600DL ※10

18,000円CNSD-A3700

16,000円CNVU-A3700DL ※10

AVIC-T07/T05/T05-S1 16,000円CNVU-A3710DL ※10

ー

地図割

地図割

地図割

地図割
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D  L
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18,000円 CNAD-OP17ⅡDLCNSD-R3710

18,000円 ーCNSD-R700

AVIC-MRZ99/MRZ77/MRZ66

AVIC-MRZ80/MRZ088

18,000円 CNAD-OP17ⅡDL

CNAD-OP17DL

CNAD-OP17ⅡDL

CNSD-R2810

16,000円CNVU-R2810DL
AVIC-MRZ90G/MRZ90Ⅱ/MRZ85/MRZ90

16,000円CNVU-R3700DL

HDD楽ナビマップ TypeⅢ Vol.9・DVD-ROM更新版

HDD楽ナビマップ TypeⅡ Vol.10・DVD-ROM更新版

楽ナビマップ TypeⅥ Vol.5・SD更新版

商品付属分マップチャージ SD送付サービス（有償）

楽ナビ/楽ナビLiteマップ TypeⅤ Vol.6・SD更新版

楽ナビ/楽ナビLiteマップ TypeⅣ Vol.6・SD更新版

DVD楽ナビマップ TypeⅢ Vol.10/TypeⅡ Vol.11

楽ナビマップ TypeⅥ Vol.5・ダウンロード版

楽ナビマップ TypeⅦ Vol.3・SD更新版

楽ナビマップ TypeⅦ Vol.3・ダウンロード版

楽ナビ/楽ナビLiteマップ TypeⅤ Vol.6・ダウンロード版

楽ナビ/楽ナビLiteマップ TypeⅣ Vol.6・ダウンロード版

EVナビマップ TypeⅠ Vol.6・SD更新版

商品付属分マップチャージ SD送付サービス（有償）

楽ナビポータブルマップ TypeⅠ Vol.5・ダウンロード版

楽ナビポータブルマップ TypeⅠ Vol.5・SD更新版

エアーナビマップ TypeⅡ Vol.8・ダウンロード版

エアーナビマップ TypeⅡ Vol.8・SD更新版

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

エアーナビマップ TypeⅣ Vol.6・ダウンロード版

エアーナビマップ TypeⅢ Vol.7・SD更新版

エアーナビマップ TypeⅢ Vol.7・ダウンロード版

エアーナビマップ TypeⅢ Vol.7・ダウンロード版

楽ナビLiteマップ TypeⅢ Vol.7・SD更新版

楽ナビLiteマップ Vol.7・SD更新版

楽ナビLiteマップ TypeⅡ Vol.8・SD更新版

楽ナビLiteマップ TypeⅡ Vol.8・ダウンロード版

楽ナビLiteマップ TypeⅢ Vol.7・ダウンロード版

地図割

地図割
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＊CNSD-R6510の定期便は「ナビ地図定期便コース」のみの対応となります。
マップチャージ3年分付は、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（楽ナビ/EV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することで、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ます。※10

「AVIC-RL09/RW09/RZ09/RZ07」は、2017年10月まで追加料金なしとなります。「CNVU-7310DL/R6510DL」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。

全国596ヶ所のオービスポイントとねずみ捕り目撃
ポイント468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。

楽ナビに新たな機能をプラス。

NEW  2016年11月

NEW 2016年11月

NEW 2016年11月

NEW 2016年11月

NEW 2016年12月

NEW 2016年12月

NEW 2016年12月

NEW 2016年11月

NEW 2016年12月

NEW 2016年12月

NEW  2016年11月

NEW 2016年12月

2013年10月

NEW 2016年12月

NEW 2016年12月

NEW 2016年11月

NEW 2016年11月

2015年8月

2015年7月

2016年6月

2016年5月

2016年6月

2016年5月

NEW 2016年11月

NEW 2016年12月

NEW 2016年12月

2015年8月

2016年5月

「CNVU-R5610DL」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。

マップチャージ3年分付は、パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（楽ナビ/EV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することで、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ます。※10

「CNVU-R4610DL」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。

●「CNSD-R2810、CNVU-R2810DL、CNSD-R700」はバージョンアップの最終版とさせていただきます。＊「CNVU-R3700DL/R2810DL」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。

●「CNDV-R310211」はバージョンアップの最終版とさせていただきます。

＊「AVIC-EVZ05/EVZ9/EVZ5」はSD更新版のみで、ダウンロード版はございません。

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。※9

「AVIC-MRP900/MRP700/MRP600」は、2017年10月まで追加料金なしとなります。「CNVU-RP510DL」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。

アンテナ関係 GPS関係

AV関係

USB関係

iPhone/iPod関係




