
商標・著作権など　●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国および／またはその他の国における登録商標または商標です。●iPhone、iPod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。●Mac、macOS、Apple CarPlay、iTunes、iPhone、iPod、iPod touchおよびLightningは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
●日本におけるiPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。●Made for Appleマークの使用に関して、バッジ内に記してあるアップル製品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。このアクセサリをアップル製品と使用することにより、無線の性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注
意ください。●iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●Google、Google Play、Googleマップ、Android、Android Auto、YouTubeおよびその他のマークはGoogle LLCの商標です。
●©2022 Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon、Alexaおよびこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の登録商標です。●DivX®、DivX Certified®、関連ロゴは、DivX, LLCの商標であり、使用には許可
が必要です。●「VICS」および「VICS WIDE」は、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。●「ETC2.0」「ETC」は、一般財団法人ITSサービス高度化機構（ITS-TEA）の登録商標です。●SD、microSD、SDHC、
microSDHC、SDXC、microSDXCのロゴはSD-3C LLCの商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パイオニア株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●USB Type-C®は、USB Implementers Forumの商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国における
HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。●当該製品には、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。●Wi-Fi®、WPA、WPA2はWi-Fi Alliance®
の商標です。●QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。●「Qi(チー)」はWireless Power Consortium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™」、「ダブルレコーディング」、「ナイトサイト／Night Sight」は
パイオニア株式会社の商標または登録商標です。●その他、製品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。
カタログに掲載の内容について ●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、スピーカー等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
際は購入年月日等、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。●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。●パイオニア以外のコンテンツ事業者から提供されるコンテンツやサービスは予告なく変更または終了する場合があります。●カタログに掲載のiPhoneおよびスマートフォン（Android）用アプリは、連携する各商品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OSおよび各アプリについて詳しくは弊社ホームページ（https://jpn.pioneer/ja/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。●商品の希望小売価格お
よびシステム価格には取付費等は含まれません。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、およ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等により、実際の色と異なって見える場合があります。また、一部開発中のモノが含まれてお
り最終仕様と異なる場合があります。●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、
スピーカー関連商品など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いたします。

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、
ISO14001:2015の統合認証を取得しています。

●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。
●車種により製品取付の際に車両側の一部加工が必要となる場合があります。その場合、加工後は加工した箇所の復元は出来ません、ご了承ください。詳しくは販売店にご相談ください。
●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。

注意

●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等の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等）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輪車等）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等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・メモリー設定等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。

警告

安全に関するご注意

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等、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等により生じた金銭的損害・逸失利益等に関しましては、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、故障等の原因とな
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、商品同梱の「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。

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。●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 ●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。＊「WMA」、「MP3」、「AAC」、「WAV」、「DivX®」、「JPEG」、「MP4」、「AVI」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、テープ等を貼らないでください。●ディスクをお取扱いになる際は、ディスクの使用上の注意書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・結露等により、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
や環境等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)。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いたしかねます。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(https://jpn.pioneer/ja/support/oshirase_etc/dualdisc/)をご覧ください。電波に関するご注意 ●本機の無線機能は、2.4GHzの
周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器(電子レンジなど)が使用していますので、電波の干渉により、本機の無線機能の音声がとぎれたり聞きとりにくくなることがあります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすこと
があります。本機は電波干渉の影響を受けにくい方式ですが、以下の内容に注意してください。＊無線LANを利用したAV機器・防犯機器などを使用している環境で、本機の無線機能を使うと、音声がとぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えるこ
とがあります。その他 ●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03-6453-0066(代)〉●弊社製品以外の機器(携帯電話など)と接続(有線、無線問わず)した場合、正常に操作、動作、表示等ができない場合があります。また、正常に操作、動作、表示等ができた場合でも、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。
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このカタログに掲載の取付情報は、特に記載のない場合、
2022年11月現在のものです。
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弊社ホームページでは、より詳細な情報が得られるコンテンツを多数取り揃えています。 carrozzeria.jp/catalog-info
「カタログをご覧のお客様へ」へジャンプします。

正しい取付 
正しい操作で
安全運転

取扱店 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）お客様サポート

 https://jpn.pioneer/ja/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。携帯電話・ＰＨＳからは、ナビダイヤルまたはIP電話（通話料がかかり
ます）をご利用ください。正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくこ
とがございますので、発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

〈お願い〉ご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございます。発信者番号
が非通知設定の場合は、初めに｢186｣をつけて発信者番号の通知にご協力お願いいたします。

●受付時間はお客様サポートサイトでご確認ください。

0570-037-602（有料）

0570-037-600（有料）
050-3820-7540（有料）
0120-944-111（無料）【 固 定 電 話 から】

【携帯電話・PHSから】
または、ナビダイヤル

0570-037-601（有料）
050-3820-7541（有料）
0120-702-383（無料）【 固 定 電 話 から】

【携帯電話・PHSから】
または、ナビダイヤル

0570-037-605（有料）
050-3820-7547（有料）
0120-993-032（無料）【 固 定 電 話 から】

【携帯電話・PHSから】
または、ナビダイヤル

【 ナ ビダ イヤ ル 】

0120-599-120（無料）【電話によるお問い合わせは】

●オーナーズリンク登録相談

●スマートデバイス関連商品

■NPサポートセンター：https://jpn.pioneer/ja/support/np/contact/
●NP1関連商品

●受付時間は、上記URLよりご確認ください。
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「できない」が「できる」に。

「高性能×使いやすさ」を追求し、検索や
地図更新もオンライン対応でストレスフリーに！
みんなが使いやすく、みんなで楽しめる、
カーナビのメインストリーム。

サイバーナビだから実現できる、最先端の
機能で車室内を理想的な空間に変える。
オンラインでさらに機能アップした世界に浸れる、
先進のフラッグシップカーナビ。

アプリを介して鮮度の高い情報とつながる。
大画面・高画質でナビも動画も美しい！
スマホの魅力をクルマで最大化してくれる、
新世代カーオーディオ。

ディスプレイオーディオ

車載用Wi-Fiルーター
クルマの中を手間なくオンライン化！
走行中はLTEデータ通信が使い放題。
誰でも簡単にWi-Fi環境を手に入れられる、
これからのクルマの必需品。

道案内もドライブレコーダーも話しかけると答えてくれる。
知らない街の情報をNP1が教えてくれる。
オンラインで進化し続ける、先進のドライビングパートナー。

ちょっとしたお出かけの待ち時間やドライブ中など、

クルマの中でやりたいことは、人それぞれ。

YouTube動画を見たり、ストリーミング配信で音楽を楽しんだり。

そんなあなたの「やりたかった」は、オンラインで「できる」に変わる！

あなたの「やりたい」を、
カロッツェリアの幅広いラインアップから。

I N D E X

05 15

37

常に常識を覆しドライブを革新する。
時代を拓くフラッグシップカーナビ。

「高性能」×「使いやすさ」を
クルマ最適発想で追求し続けるカーナビ。

映像や音楽を鮮明に描く。
楽しみ方で選べるカーオーディオ＆ビジュアル。

Car Audio & Visual

車室内をエンタメ空間に変える、
クルマ最適設計のWi-Fiルーター。

車載用Wi-Fiルーター

43

車室内に臨場感をもたらす。
精緻な音を奏でる多彩なスピーカー。

Car Speaker35

暗闇に強く、
駐車中もしっかり監視。

ハイエンド・オーディオ・・・・・・・49ナビシステムアップ・・・・・・・・・・31

モニター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

アクセサリー・・・・・・・・・・・・・・・・・42

パワーアンプ・・・・・・・・・・・・・・・・48

Specif  ication & Option

33 34

カーナビも、ドライブレコーダーも、
クルマの便利がこれひとつに。

Drive Recorder 

メインユニット：iPhone、iPod接続情報・・・59

ドライブレコーダーユニット仕様・・・59

カースピーカー等仕様表・・・・・・・59

取付キット一覧表・・・・・・・・・・・・・・61

バージョンアップ・・・・・・・・・・・・・63

取付適合情報、オプション・・・・・・・65

カロッツェリア商品ラインアップ・・・69

カーナビ：ソフト機能比較表・・・・・・・51

カーナビ：AV機能比較表・・・・・・・・・・53

カーナビ：AV仕様一覧表・・・・・・・・・・55

メインユニット：機能比較表・・・・・・・57

System up High-End Audio

チューンアップトゥイーター・・・45

トゥイーター取付キット・・・45

サウンドエンジニア・・・46

サブウーファー・・・・・47
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オンラインにより
無限のエンタテインメント空間を創造する、
先進のフラッグシップカーナビ

YouTubeをダイレクトに選べる、楽しめる

Wi-Fiでスマホも楽しみ放題

自宅のレコーダーを自在にリモート再生

話しかけるだけで道案内してくれる

クラウド録画で、もしものときも録り逃しの心配なし

車室内をオンライン化して音楽や動画が好きなだけ楽しめる

先進のオンライン技術が生んだ
会話するドライビングパートナー

サイバーナビの楽しみ方をもっと詳しく P.05

車載用Wi-Fiルーター

車室内を簡単にオンライン化

快適・安心のLTEデータ通信が使い放題

取付けも起動もシンプルに完了

どんなクルマでも手軽に
通信し放題にする便利アイテム

Wi-Fiルーターの楽しみ方をもっと詳しく P.33

ディスプレイオーディオ

大画面でYouTubeまでも楽しめる

いつものスマホアプリをクルマ最適に

先進のインターフェースでドライブを快適に

いつものスマホアプリを
クルマ最適にするカーオーディオ

ディスプレイオーディオの楽しみ方をもっと詳しく P.37

NP1の楽しみ方をもっと詳しく P.34

カロッツェリアの実現するオンラインワ
ールド。

 あなたに合った楽しみ方を見つけよう
！

ドライブがもっと楽しく快適になるオンライン機能

誰もがわかりやすく使いやすい新インターフェース

圧倒的な見やすさと美しさ、HD解像度フル対応

つながるから、みんなが楽しい
カーナビのメインストリーム

楽ナビの楽しみ方をもっと詳しく P.15



楽しみ尽くせないほどのエンタテインメントで、

カーライフを彩りたいから。

サイバーナビは、あなたのクルマを「オンライン化」。

大容量ネットワークを活用して、映像や音楽がオンデマンドで楽しめる世界へ。

乗り込んだ瞬間、あなたを待っているのは、想像以上のエンタテインメント。

さあ、思う存分楽しもう。

クルマはオンラインで楽しむ時代。
カーライフに無限の楽しさを。

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。

AVIC-CQ912Ⅱ-DC ■サイバーナビは、Auto Sound Web Grand Prix において10年連続受賞を達成しています。

06サイバーナビサイバーナビ05
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※1 DVD/CDなどのディスクメディア、USBメモリー、SDメモリーカード、iPhone、iPodは別売です。※2 接続ケーブルは別売です。※3 docomo in Car Connect契約期間内の、同梱または別売のネットワークスティック「ND-DC3」や、スマートフォンでの通信接続設定（Wi-Fiテザ
リング）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（ネットワークスティック使用時除く）。docomo in Car Connectについて詳しくは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）でご確認ください。※4別売のMAユニットが必要となります。※5同梱また
は別売のネットワークスティック「ND-DC3」が必要です。※6情報の取得には同梱または別売のネットワークスティック「ND-DC3」（P.68参照）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。利用は無料ですが、通信料はお客様
負担となります（ネットワークスティック使用時除く）。※Wi-FiⓇ、Wi-Fi CERTIFIED™ロゴは、Wi-Fi AllianceⓇの登録商標です。■サイバーナビに同梱のネットワークスティックで利用するドコモUIMカードはネットワークスティック以外でのご利用を禁止しております。他の端末でのご利用
が確認された場合には、事前通告をせずに通信の利用停止および契約の解除を行います。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。●パイオニア以外のコンテンツ事業者から提供されるコンテンツやサービスは予告なく変更または終了する場合があります。

トータルで最大4年分付
※期間内に「MapFanスマートメンバーズ」へ新規入会していただいた場合の特典となります。また期間内に
　新規登録すると、初年度の年会費が無料になります。
※詳細は、P.29～30のバージョンアップページをご覧ください。

※期間が3年に満たない場合でも更新期間は「2025年10月31日」で終了となります。
※詳細は、P.29～30のバージョンアップページをご覧ください。

3年分（最大年6回配信）付3年分（最大年6回配信）付バージョンアップ
最大

バージョンアップ
最大 プレゼント1年分（最大年6回配信）付プレゼント1年分（最大年6回配信）付
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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。

9V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/
チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット

AVIC-CQ912Ⅱ-DC
※電源ケーブルが
　付属されておりません。

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

9V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/
チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

AVIC-CQ912Ⅱ
※電源ケーブルが
　付属されておりません。

オープン価格＊ NEW

8V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/
チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット

AVIC-CL912Ⅱ-DC
※電源ケーブルが
　付属されておりません。

8V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/
チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

AVIC-CL912Ⅱ
※電源ケーブルが
　付属されておりません。

オープン価格＊ NEW

7V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/
チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット

AVIC-CW912Ⅱ-DC

7V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/
チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

AVIC-CW912Ⅱ
オープン価格＊ NEW

7V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/
チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット

AVIC-CZ912Ⅱ-DC

7V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/
チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

AVIC-CZ912Ⅱ
オープン価格＊ NEW

メインユニット

2D
（180mm）7V型

メインユニット

2D
（180mm）7V型

メインユニット

200mm
ワイド7V型

メインユニット

200mm
ワイド7V型LS（ラージサイズ） 

メインユニット

LS（ラージサイズ） 
メインユニット

LS（ラージサイズ） 
メインユニット

LS（ラージサイズ） 
メインユニット

9V型

9V型

8V型

8V型

地上デジタル
テレビ

AVソース/
対応メディア

CD録音
（MSV）

VICS WIDE
対応

 Bluetooth®
モジュール内蔵

全モデル共通
搭載機能

通信
（PAN接続）

NaviCon
対応

ハンズ
フリー
通話

Bluetooth
AUDIO

スーパールート探索 ドライブサポート ライブカー
セキュリティ

アドバンスド
IQ高精度

6軸3D
ハイブリッドセンサー

スマートループ
渋滞情報TM

※6 ※6※4
※4
※5

DVD-VIDEO
DVD-R/RW

DVD ※1
CD

CD-R/RW

CD ※1※3 ※3

SD
メモリーカード

※1

AUX

※2※2

HDMI
入力

※2

HDMI
出力

iPhone
iPod

※1
※2

USBメモリー

※1

FM/AM
ワイド FM対応

ストリーミング
ビデオ レコーダーアクセス

自動地図更新
※3

自分のクルマに装着できるか
確認してみよう！

車両への取付けには別売の取付キット等が必要となります。 P.61～62をご覧ください。 車両への取付けには別売の取付キット等が必要となります。 P.61～62をご覧ください。

車両への取付けには別売の取付キット等が必要となります。 P.61～62をご覧ください。 車両への取付けには別売の取付キット等が必要となります。 P.61～62をご覧ください。

※汎用電源ケーブルが
　同梱されております。

※汎用電源ケーブルが
　同梱されております。

※汎用電源ケーブルが
　同梱されております。

※汎用電源ケーブルが
　同梱されております。

サイバーナビについて
詳しくは、こちらオンラインで無限の楽しさを。



楽しみ尽くせないって、サイコーだ！
楽しみ尽くせないほどのエンタテインメントで、カーライフを彩りたいから、　　　
サイバーナビは、あなたのクルマを「オンライン化」。移動中も安定した
データ通信が可能なドコモの車内向けインターネット接続サービス
docomo in Car Connectが、ネットワークスティック経由で利用可能。
しかも、サイバーナビなら走行中も停車中も定額で使い放題。通信量の多い
映像や音楽、オンラインゲーム※1でさえも、クルマの中で思う存分楽しめます。

通信制限なんて忘れて、エンタテインメントを楽しもう。

サ
イ
バ
ー
ナ
ビ
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ネットワークスティック非同梱モデルの場合ネットワークスティック同梱モデルの場合

モバイルWi-Fiルーターをお使いの方や、Wi-Fi
テザリング対応のiPhoneやスマートフォン
（Android）をお使いの方は、ルーターやスマホ
を介したインターネット接続により、サイバーナビ
の各機能を使うことが可能です。

■モバイルWi-Fiルーターやスマホを利用して通信接続［ステーションモード］■docomo in Car Connectを利用して通信接続

※詳しくは、「サイバーナビ」の
ホームページをご覧ください。

※パケット通信料が高額になる可能性があるため、大容量パケット通信定額
プランに加入している対応端末の使用を推奨します。※BluetoothのPAN
接続によるテザリングにも対応していますが、通信速度に制限があるため、レ
コーダーアクセス/ストリーミングビデオ/自動地図更新には非対応です。

YouTubeに、
大画面でのめり込もう。

サイバーナビは、Webブラウザを用いたYouTube動画の直接再生機能
「ストリーミングビデオ」を搭載。あのユーチューバーの最新動画をはじめ、
世界中でアップロードされた映像や音楽を好きなだけ楽しめます。操作は、
いつものスマホと同じ直感的なフリック＆タップ。空いた時間にじっくり映
像を堪能できるので、より深くエンタテインメントの世界にのめり込めます。

ここがクルマの中だということを忘れて、インターネットに、オンライン動画
に、オンラインゲーム※1に、熱中しよう。サイバーナビにネットワークスティッ
ク※5を接続すると、クルマの中がWi-Fiスポット※8に。つながる世界がひろ
がると、ドライブにもっとワクワクできるはず。

クルマが、
動くWi-Fiスポットに。

自宅のレコーダーをリモート再生。
番組のつづきは、クルマの中で。

インターネット経由で自宅のBlu-rayレコーダーなどにアクセスし、録りた
めた番組をリモート再生してクルマの中で楽しめます。映画やドラマなどの
長時間番組もディスクにダビングして持ち込む手間が省け、さらに「ひかり
TV対応チューナー」や「ドコモテレビターミナル」へも対応※6し、楽しみの幅
が広がります。

地図を更新する煩わしさから、ついに解放されます。走行中も、新しい道路
や施設などの情報をサイバーナビが自動更新。手間なく意識することもな
く、いつでも最新の地図で快適にドライブできます。

オンラインで、
地図更新が手間いらず。

ストリーミングビデオ※5

アクセスポイントモード※7

レコーダーアクセス※5

自動地図更新※5

「スマートループ」は、サービスを開始した2006年以降に蓄積した膨大な
渋滞予測データとリアルタイムな走行・交通情報を高度に分析し、ドライ
バーに最適な情報を提供する革新的情報ネットワーク。カロッツェリア専用
のカーナビサーバー上で高度な演算処理を施し、ドライバーに最適な情報
を提供し続けます。さらには、駐車場の空きやガソリン価格、天気といった
変化しつづける情報にもしっかり対応し、誰もが望む真に快適なドライブ
を提供し続けます。（P.28参照）

日常とドライブがつながると、もっと便利で安心に。スマホで気になるス
ポットを見つけたら、ワンタッチでサイバーナビと共有できる「MapFan®

コネクト」。クルマに乗り込む前にルートや所要時間をチェックできます。
マイカーの位置も、いつでも手元で確認できるため、広大な駐車場でも
マイカーがどこにあるかすぐわかって安心です。オンラインでクルマの中
と外がシームレスにつながると、カーライフの楽しみはさらに広がって
いきます。（P.14参照）

スマートループ MapFan®コネクト
サイバーナビにネットワークスティックを接続し、専用サイトからdアカウ
ント登録後に必要事項を入力し、プランを選択することで使用できます。
専用サイトにはスマホやパソコンからでもアクセス可能です。

※ 入会・退会の手続き、プランのチャージ、登録内容の変更などはすべてNTTドコモの専用サイトで行います。※ 契約手数料や最低
契約期間などの制限はありません。ただし、利用期間内にサービスの利用中止・退会しても、一度チャージしたサービス利用料の
返金はできません。※通信プランの契約期間は、契約したタイミングから起算を開始します。※ docomo in Car Connectの利用
開始には、ドコモのdアカウントへの加入が必要です。法人契約のdアカウントおよびビジネスdアカウントでは、ご利用できません。
※ 支払い方法はクレジットカード決済またはdポイントです。※ たまったdポイントを利用料金の支払いに充当することができます。
※「docomo in Car Connect」、「dアカウント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

STEP1 STEP2 STEP3

iPhone、スマートフォン(Android)を使用して
チャージもしくは、ナビゲーション本体を使用して
チャージ

docomo in Car Connectの利用登録dアカウントの作成

■登録方法

ネットワークスティックは安心の車載向け通信サービス
docomo in Car Connectに対応

docomo in Car Connectは、移動中の車内においてドコモのデータ通
信（LTE）をWi-Fi経由でご利用できる車載向けインターネット接続サービ
スです。データ通信量の上限や利用可能データ量超過による通信速度制
限などがなく、定額で使い放題。しかもクルマの特性を考えたサービスな
ので、移動中でも広いエリアで安定した通信が楽しめます。

定額使い放題！

選べる料金体系！

快適・安心のLTEデータ通信が定額使い放題！

ニーズにあわせて

同時接続台数
最大5台

LTEデータ通信量
制限ナシ！

通信量が気にならない！ 同乗者の方も楽しめる！ 動画の再生もスムーズ！山間部でも
途切れない！

選べる料金体系！

全国エリア※2で安心・快適
LTEデータ通信利用可能

LTEの
   データ通信※3

事務手数料、解約違約金も無し！

docomo in Car Connect1年間無償使用権を同梱！

■1年間無償使用権をご利用いただくためには、docomo in Car Connectサイトでのお申し込み（利用登録）が必要です。お申し込みが完了すると、その時点から1年間の無償期間が開始され、サービスをご利用いただけます。
そのため、マイページの「利用期間を選択」ボタンから購入手続きを行う必要はありません。購入手続きを行うと、選択した利用期間分の料金が発生しますのでご注意ください。

CONNECT

■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.51～56、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。■画面等の表示や写真、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オンラインゲームなどお楽しみいただくコンテンツによっては通信の仕様上再生できない場合もあります。※2 NTTドコモのLTEサービスエリアによります。詳しくはこちら < https://www.nttdocomo.co.jp/area/ > ※3 ベストエフォート型のサー
ビスのため、実際の使用時の通信速度を保証するものではございません。端末状況やネットワークの混雑状況などにより通信速度が低下することがございます。※4 NTTドコモの通信回線をお持ちでない方も、dアカウント(無料)を取得すればご利用いた
だけます。 ※docomo in Car Connectのご利用料金は（株）NTT ドコモとの契約に定める条件に従って（株）NTT ドコモにお支払いいただきます。docomo in Car Connectの料金プランについて、詳しくはこちら< https://docomo-icc.com/icc/ > 

※5 ご利用には、docomo in Car Connect契約期間内の、同梱または別売のネットワークスティック「ND-DC3」や、スマートフォンでの通信接続設定（Wi-Fiテザリング）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（ネットワークスティック使用時除く）。※6すべての「ひかりＴＶ対応チューナー」や「ドコモテレビターミナル」端末に対応するものではありません。対応機器について詳しくは、「DiXiM Play for carrozzeria」サイトにてご確認ください。
※7 docomo in Car Connect契約期間内の同梱または別売のネットワークスティック「ND-DC3」が必要となります。※8スマートフォンやタブレットなどを最大5台まで接続可能。

■1年間無償使用権は、2025年9月30日までに利用開始いただかない場合には無効となります。
ご利用方法の詳細は、下記のURLからご確認ください。
https://jpn.pioneer/ja/car/info/cyber1/dicc/?br=manual22cy

ドコモユーザー以外でも利用可能※4！

登録方法を
動画でチェック

通信速度や対応エリアなど
よくあるご質問はこちら

AVIC-CQ912Ⅱ-DC/CL912Ⅱ-DC/CW912Ⅱ-DC/CZ912Ⅱ-DCには、ちょっとしたお出かけに
使うなら

旅行や帰省中に
使うなら

毎日クルマを
使うなら

365日プラン
13,200円（税込）

1日プラン
550円（税込）

30日プラン
1,650円（税込）



●REC

■対象ソース：ストリーミングビデオ/レコーダーアクセス/DVD/CD/SD/USB/
Bluetooth®  Audio/HDMI/iPod/AUX

ハイレゾ音源をネイティブ再生
FLAC、WAV、ALACのハイレゾ音源のネイティブ再生を実現
（96kHz/24bit）。また、再生楽曲のコーデック・サンプリング周波
数・量子化bit数の表示※1が可能となり、再生中音源の内容の確認
もできます。

多彩なフォーマット・メディアに対応
FLACなどのリニアPCM以外にもDSD方式のコーデックに対応。また、CDやSD
メモリーカード、USBデバイスなどのメディアが使用可能です。USB入力はスマート
フォン（Android）端末のMTP接続にも対応し、様 な々大容量メディアで自在にハイ
レゾ楽曲を再生できます。

高音質設計&高音質パーツ

マスターサウンドリバイブ（MSR）［特許取得済］

熟練の開発者が幾度となく試聴と調整を繰り返し、最適な設計やパーツとの組合
わせを徹底検証。音場の立体感などを余すことなく再現します。

音響特性を2dB刻みで補正できる「13バンドイコライザー」を搭載。指でなぞるシン
プルな操作で、周波数特性の乱れを理想的な状態に補正します。また、「タイムアラ

イメント」は1.4cm刻みで設定が
可能です。

調整をシンプルで使いやすく

手間なく自動で最適な音響空間を創出
車室内の音響特性や位相の乱れなどを、何百ステップにもおよぶプロセスで自動
調整。どんな環境でも手間なく理想的な音響空間を構築することが可能です。
＊別売の音響特性測定用マイク「CD-MC1」が必要となります。 ［AUTO TA&EQ※3］

［シンプルコントロールモード］

音響特性を0.5dB刻みで細やかに補正できる「31バンドイコライザー」（F/R/SW
独立）※2を搭載。「タイムアライメント」は0.35cm刻みで設定が可能です。

緻密なこだわりの調整を実現

［マスターコントロールモード］

リビングにいるような楽しさ
映画や地デジなど、ナビ画面で再生中の映像
ソースをリアモニターにそのまま出力※5※11。
全員で同じコンテンツを楽しむ、まるでリビング
にいるような空間へ。同じ映像や音楽をシェア
することで、自然と車内の会話も弾みます。

［フロントリンクモード：ビジュアルビュー］

前席ではSDメモリーカードで持ち込んだ熱狂の
ライブ映像で盛り上がりながら、後席ではDVDで
映画の世界に浸る。

前席  SDメモリーカード　後席  DVD

TV Disc SD（映像） USB1（映像）USB2（映像）

様々なAV空間を創造
前席だけ、後席だけ、前席後席別 な々ど様 な々出力に対応※8※11。音声出力設定を
切換えればフロントとリアのスピーカーで別 の々音声を流すことができ、プライベート
モニターなどをつないでまさに後席専用の空間を満喫できます。音量もフロントと
リアで個別に設定できます。

対応ソース
TV Disc

SD（映像）
USB1（映像）
USB2（映像）

対応ソース
HDMI＊ AUX Drive Recorder Multi Recorder

前席では持ち込んだDVDを大人たちが楽
しみながら、後席では子供がお昼寝できる
静かな空間を創る。

前席  DVD　後席  OFF

前席ではAVソースを切り運転に
集中しながら、後席では子供たち
がいつものアニメ番組を楽しむ。

前席  OFF　後席  地デジ
前方の風景をみんなで共有

ナビ情報をみんなで共有 スマホの画面を大きく表示
サイバーナビ本体の画面をそのまま別売のプライベートモニターやフリップダウン
モニターに出力※7。まるで飛行機のパーソナルモニターのように、リアシートで現在
位置や目的地までの到着時間などを確認することができます。

サイバーナビの画面で録画や再生、データ消去などのドライブレコーダー機能を
操作できます。録画中映像の「フロント→リア→フロント＆リア（PinP）」切換え
（VREC-DS800DC）が可能。エンジンが停止した駐車中でも、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して動画ファイルを保存するため、安心です。

［フロントリンクモード：ミラーリングビュー］

マルチドライブアシストユニットのフロントカメラ
がとらえた前方の風景※6を、リアモニターに映し
出します。美しい海岸線での走行や高台からの
展望風景、清 し々い新緑の並木道など、前席で
しか味わえなかった眺めが後部座席でも迫力
とともに存分に楽しむことができます。

［フロントリンクモード：クルージングビュー］

サイバーナビ連携だけでなく、HDMI入力※9付き
のプライベートモニターなら、スマホなどを直接
接続※10してゲームやWeb動画を大画面で楽しめ
ます。後部座席に2台並べれば、それぞれで好み
の楽しみ方ができます。

＊HDMI機器接続時のみ

＊HDMI機器接続時のみ

ハイレゾ音源のコンテンツは増えつ
つあるものの、まだ多く利用される
CDや圧縮音源。それら膨大な数
の既存音源に対しても高音質再
生を追求しました。リアルタイムな
信号解析処理により、音質に影響
を及ぼす「量子化ノイズ」の効果的
な除去とbit深度拡張を行うとともに、失われた約22kHz以上の高域成分の
自然な倍音復元と周波数帯域拡張を実現。お手持ちのCDや圧縮音源を
96kHz/24bitで、しかも聴感上も自然で質感の高いハイレゾ音源相当で再生します。
CDや256kbps以上の低圧縮音源に適した［MODE1］と、256kbps未満の高圧
縮音源に適した［MODE2］を搭載。幅広い音源をカバーします。

［サウンドマスタークロック］ ［高性能32bitアドバンスト・
セグメント型D/Aコンバーター］

［JFET入力型オーディオ用
高音質オペアンプ］

［高音質電源ケーブル
「RD-N001EX」（別売）］［高音質トロイダルコイル］

［リアセパレートモード］

もっとクルマにいたい。そう思うほどの高音質に浸る。 後部座席が、エンタメの特等席になる。

HDMI＊

DRIVE RECORDER
ドライブレコーダーを連動させて、サイバーナビで操作・確認

［ドライブレコーダーリンク］

ドライブレコーダーリンク機能搭載モデル
2カメラ（前方＋後方）モデル

ドライブレコーダーユニット

VREC-DS800DC オープン価格＊
ドライブレコーダーユニット

VREC-DS600 オープン価格＊

1カメラモデル

※録画映像再生時のフロント＆リア（PinP）表示には非対応です。小さな音でもくっきり再生
小音量時の音の輪郭を強調して音質を向上。ボリュームを上げられないときでも
メリハリの利いた高音質再生を実現します。 ［ソノリティーボリューム※4］

運転中に調整する手間を軽減
車速と連動して音量を自動調節。高速走行時などロードノイズが一時的に上がる際
も快適な聴き心地を保ちます。また、AVソース切換え時の音量差も自動調節。操作
の手間がなくなります。 ［オートサウンドレベライザー］、［ソースレベルアジャスター］

「高音質テクノロジー」
 詳しくは、こちら

「リアエンタテインメント」
 詳しくは、こちら

サイバーナビの本格的な
音質調整を、手元で行う
ことが可能になります。

 「サウンドマスター
コントローラー」
提供元：パイオニア株式会社

無料

ダウンロードは、こちら対応OS※12：iOS、Android OS

■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.51～56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。■画面等の表示や写真、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サンプリング周波数/量子化bit数が44.1kHz/24bit未満の音源は、「ハイレゾマーク」は非表示。また、圧縮音源の場合はビットレート(kbps)
表示。※2 スピーカー設定スタンダードモード「マスターコントロール」時。ネットワークモード「マスターコントロール」時はL/R/SW独立。※3スピーカー設定スタンダードモード時はF/R独立。ネットワークモード時はAUTO TA&EQは非対応。※4 モードは
OFF/LOW/MID/HIGHから選択可能。ボリュームに応じて補正特性を切換え。※5 「HDMIソース」はHDMI出力からのみ映像出力され、「RCA」出力は不可。※6 「MAユニット」接続時のみ選択可能。※7 HDMI出力端子にHDMIケーブルが接続されて

いるときのみ使用可能。「TVソース」は、コンポジット相当の画質で表示。※8 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やスピーカー設定ネットワークモード時、「リアセパレートモード」は設定できません。※9 プライベートモニターとHDMI
機器（Type A端子）との接続にはHDMI接続ケーブル「CD-HM020（別売）」等が必要です。※10 iPhone、iPod（Lightning）を接続する場合は、別途「CD-HM020（別売）」とApple社製「Lightning-DigitalAVアダプタ」が必要です。また、Android
（Type C端子：Displayport Alternate Mode準拠）との接続には、「CD-HM020（別売）」と市販の「HDMI - USB Type C変換アダプター」が必要です。※11 「ストリーミングビデオ」、「レコーダーアクセス」は出力不可。※12 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OSについて詳しくは弊社ホームページ(https://jpn.pioneer/ja/support/pcperipherals/app/)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。

※ご使用に際しての注意事項は、P.31および弊社ホームページ(carrozzeria.jp)をご覧ください。
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提供元：パイオニア株式会社

ダウンロードは、こちら

マルチドライブアシストユニット

ND-MA2 オープン価格＊

フロアカメラユニット

ND-FLC1 オープン価格＊
各種取付用ブラケット同梱
（サンバイザー/リアガラス/汎用取付用）

ライブカーセキュリティを機能拡張。
ドライブサポート機能は、別売のマルチ
ドライブアシストユニット「ND-MA2」との
接続が必要となります。

ドライブサポート

スーパールート探索

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

サーバーが導き出す新次元の「スーパールート探索」。

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。

これまでに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独自の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※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。

“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。

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考慮し、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

■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.51～56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。 ■画面等の表示や写真、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 情報の取得には同梱または別売のネットワークスティック「ND-DC3」もしくは、iPhoneまたはスマートフォン(Android)での通信接続設定（Wi-Fiテザリング、または
BluetoothのPANテザリング）のいずれかが必要となります。■「スーパールート探索」、「ドライブサポート」使用時の通信環境について：使用可能な通信機器および通信手段は機種や機能により異なります。通信接続設定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。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

CONNECT
様々な生活シーンとドライブをつなぐ新機能

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
で捕捉し、車間時間に連動してサイズと色がリアルタイムに変化します。また、前方車両
との車間時間を計測し、推定車間距離を表示。前方車両との車間時間が縮まると表示と
音で警告し、近づきすぎるために起こるリスクをお知らせます。

カーライフにトータルな安心を。

レーンキープサポート誤発進警告

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

独自の技術で、高度にドライブ支援をおこなう
「ドライブサポート」アイテム

クルマで出かけたい気持ちを加速し、出かけている時を便利にする。 
いつでもどこでも、何気ない日常の瞬間とドライブを近づけるMapFanコネクトは、 
クルマの中と外をシームレスにつなぎ、カーライフの楽しみを広げる多彩な機能を備えています。

■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。■掲載の商品写真、取付例およびビジュアル等はすべて表現上のイメージです。
写真の色（製品ボディ、イルミネーション等）は、サイトをご覧になるパソコン等の条件や設定などにより、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もあります。＊「MapFanAssist」アプリ、「MapFan」サイトは、ジオテクノロジーズ株式会社が運営しています。「MapFan®」はジオテクノロジーズ株式会社の登録商標です。

目的地予約送信
行きたい場所をすぐサイバーナビに送信できる
「目的地予約送信」。「MapFanAssist」アプリから
検索した行きたい場所やブックマーク登録した
場所は、いつでもどこでも車外から目的地を
サイバーナビに送信できます。

ブックマーク登録
行きたい場所や魅力的な場所を手元のスマホや
パソコンからサーバーへ、いつでもどこでも登録できる
「ブックマーク登録」。気になっていた場所を忘れて
しまっても、登録しておけば過去に検索した場所を
思い起こすことができます。ブックマーク登録した場所
を一覧でチェック。リストをタッチすれば、地図画面
に遷移し、住所や電話番号も確認できます。また、
そこからナビに目的地として送信することができます。

おでかけプラン
行きたい場所までの道のりや所要時間を「MapFan
Assist」アプリで調べ、行き先までの計画をナビに
送信・設定できる。日付や日時を指定でき、目的地
までの所要時間や料金が事前に調べられるので、
何時に出発すればよいかなど出かける前の気になる
情報を目安として把握。知らない場所への旅行や
ドライブがより楽しく安心して迎えられます。

「MapFanAssist」アプリからも直接検索やブックマークが可能です。

マイカーシーク
「MapFanAssist」アプリ画面から「マイカーシーク」をタップすると、
地図上に自分とクルマの位置、その間の距離を表示。愛車がどこに
あるのか、また走行状態かどうかが一目でわかります。

アプリでも、ウェブサイトでも使える ※アプリのダウンロードおよびインストールは無料です。

アプリ
MapFanAssist

対応OS
Windows OS/
Mac OS 両対応

Webサイト
MapFan

MapFanコネクトの使い方を
動画でチェック！

予約送信した目的地をスポットリザーブで受信

気になった場所をすぐにブックマークスポットフォルダ

今すぐ行きたい場所をナビに送信スポットリザーブ

出発時間やルートをスマホで確認し、ナビに転送ドライブプラン

自分のクルマの位置を探せるマイカーシーク

出発前に今日の目的地を
ナビに送信しておこう

教えてもらったスポット、
忘れないうちにすぐ保存しよう

何時に出ればいいか手元で
わかるし、明日は慌てず済みそうだ

広い駐車場でクルマを探すって大変。
スマホで見つけられてよかった
広い駐車場でクルマを探すって大変。
スマホで見つけられてよかった
広い駐車場でクルマを探すって大変。
スマホで見つけられてよかった

先進的な
ドライブサポートのすべては
スマホで今すぐチェック！

サイバーナビだから実現できる、
          時代の先を行く数々の先進機能。

ライブカーセキュリティを便利に一時停止。
MAユニット用スマートキーホルダー

CD-SK1 オープン価格＊

動作推奨
環境

【アプリバージョン：Ver.1.7.0】 iOS 12～15.x｠iPhone SEおよび、
以降発売のiPhone 13 Pro Maxまで。Android OS 8～12。
※一部の機種では正常に動作しない場合があります。

「ドライブアシスト」

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
いいただくためのアプリです。

無料

対応OS：iOS、Android OS

サイバーナビサイバーナビ13 14

サ
イ
バ
ー
ナ
ビ



地図更新も
自動だから手間いらず！

車内Wi-Fiスポット対応で
ドライブがより楽しい！

楽
ナ
ビ

思いついたワードで検索、
通信で目的地を発見！

地図も動画コンテンツも
高画質だから見やすい！

16楽ナビ楽ナビ15

AVIC-RQ920-DC AVIC-RF920-DC

みんなができること、笑顔になることを増やしたいから、

楽ナビをオンライン化しました。

音楽や動画の楽しみ方も、行き先の検索も地図更新も思いのまま。

つながることで、クルマ時間がもっと楽しく、もっと便利に。

LS（ラージサイズ）
メインユニット

LS（ラージサイズ）
メインユニット

V型99
ラージサイズ

V型99
フローティング



18楽ナビ：ラインアップ楽ナビ：ラインアップ17

■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.51～56、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 USBデバイスとの接続には、同梱または別売のUSB接続ケーブル「CD-U420（520系、120系には、相当品を同梱）」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.56の「iPhone、iPod接続情報」をご覧ください。

※2 iPhone、iPod、HDMI、AUXなど、接続ケーブルは別売です。※3 DVD/CDなどのディスクメディア、USBメモリー、SDメモリーカード、iPhone、iPodは別売です。※ 別売対応商
品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。●パイオニア以外のコンテンツ事業者から提供されるコンテンツやサービスは予告なく変更または終了する場合
があります。

32
GB

LS（ラージサイズ）
メインユニット

その他の機能比較は、P. 51～56をご覧ください。

AVIC-RQ920-DC
9Ｖ型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・
AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット

オープン価格＊NEW 3月発売予定

32
GB

LS（ラージサイズ） 
メインユニット 32

GB

LS（ラージサイズ） 
メインユニット 32

GB

LS（ラージサイズ） 
メインユニット

AVIC-RW520AVIC-RL520 AVIC-RW120AVIC-RZ520 AVIC-RZ120

ー （要別売キット）

ー
（別売または、別売キットに同梱）

○

TVチューナー：非搭載　 /

ー （要別売キット）

ー
（別売または、別売キットに同梱）

ー
（別売または、別売キットに同梱）

液晶パネル/本体形状

AVIC-RQ720 AVIC-RF720 AVIC-RL720 AVIC-RW720 AVIC-RZ720

ー （要別売キット）

ー
（別売または、別売キットに同梱）

ー （要別売キット）

ー
（別売または、別売キットに同梱）

TV / VICS

バージョンアップ

iPhone
iPod

USB

AUX

SD

CD
CD-R/RWDVD-R/RW

DVD-VIDEO

FM/AM
ワイドFM
対応

HDMI
入力

HDMI
出力

iPhone
iPod

USB

AUX

SD

CD
CD-R/RWDVD-R/RW

DVD-VIDEO

FM/AM
ワイドFM
対応

HDMI
入力

HDMI
出力

iPhone
iPod

USB

AUX

SD

CD
CD-R/RWDVD-R/RW

DVD-VIDEO

FM/AM
ワイドFM
対応

HDMI
入力

HDMI
出力

iPhone
iPod

USB

AUX

SD

CD
CD-R/RWDVD-R/RW

DVD-VIDEO

FM/AM
ワイドFM
対応

HDMI
入力

HDMI
出力

iPhone
iPod

USB

AUX

SD
FM/AM
ワイドFM
対応

HDMI
入力

HDMI
出力

iPhone
iPod

USB

AUX

SD
FM/AM
ワイドFM
対応

HDMI
入力

HDMI
出力

BluetoothⓇ関連機能
HDMI入力/出力：端子形状
RCAリアモニター出力

汎用電源ケーブル同梱

Wi-Fiモジュール内蔵

汎用ステアリング
リモコンケーブル同梱

連動型ETCユニット対応

NaviCon
対応

ハンズ
フリー
通話

Bluetooth
AUDIO

ー （要別売キット）

ー
（別売または、別売キットに同梱）

○

○：Type A / Type A

バージョンアップ3年分付(年2回配信)

○
ネットワークスティック同梱 ○

NaviCon
対応

ハンズ
フリー
通話

Bluetooth
AUDIO

バージョンアップ1年分付(年2回配信)

○
ー ※別売対応「ND-DC4」

バージョンアップ1年分付(年2回配信)

○
ー ※別売対応「ND-DC4」

バージョンアップ1年分付(年2回配信)

○
ー ※別売対応「ND-DC4」

DVD/CDドライブ：
非搭載

DVD/CDドライブ：
非搭載

○
○（別売：ND-ETCS2またはETC9が必要）

○：Type A / Type A
○

○（別売：ND-ETCS2またはETC9が必要）

NaviCon
対応

ハンズ
フリー
通話

Bluetooth
AUDIO

NaviCon
対応

ハンズ
フリー
通話

Bluetooth
AUDIO

○：Type A / Type A
ー
ー

ー
ー
ー

○

○

○

○

○

ー （要別売キット）

ー
（別売または、別売キットに同梱）

○

○

○

○

○

○

○

○

AVソース/
再生メディア
※1※2※3

32
GB

LS（ラージサイズ）
メインユニット

AVIC-RF920-DC
9Ｖ型HD/TV/Bluetooth/SD/チューナー・
AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット

オープン価格＊NEW 3月発売予定

32
GB

LS（ラージサイズ）
メインユニット

AVIC-RL920-DC
8Ｖ型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・
AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット

オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RQ720
9Ｖ型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/
チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

オープン価格＊NEW 3月発売予定 

AVIC-RF720
9Ｖ型HD/TV/Bluetooth/SD/チューナー・
AV一体型メモリーナビゲーション

オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RL720
8Ｖ型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/
チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RW120
7Ｖ型HD/Bluetooth/USB/チューナー・
AV一体型メモリーナビゲーション

オープン価格＊NEW  3月発売予定

AVIC-RZ120
7Ｖ型HD/Bluetooth/USB/チューナー・
AV一体型メモリーナビゲーション

オープン価格＊NEW 3月発売予定 

32
GB

200mmワイド 
メインユニット 32

GB

2D（180mm） 
メインユニット

※詳細は、P.29～30のバージョンアップページをご覧ください。

バージョンアップバージョンアップ

最大1年分（年2回配信）付最大1年分（年2回配信）付

※期間内に「MapFanスマートメンバーズ」へ新規入会していただいた場合の
　特典となります。また期間内に新規登録すると、初年度の年会費が無料になります。
※詳細は、P.29～30のバージョンアップページをご覧ください。

※期間が3年に満たない場合でも更新期間は「2025年10月31日」で終了となります。
※詳細は、P.29～30のバージョンアップページをご覧ください。

32
GB

200mmワイド 
メインユニット 32

GB

2D（180mm） 
メインユニット

AVIC-RW720
7Ｖ型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/
チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RZ720
7Ｖ型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/
チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション

オープン価格＊NEW 3月発売予定

バージョンアップバージョンアップ
最大3年分付最大3年分付

（年2回配信）（年2回配信）

期間限定！「発売～2024年7月31
日」のお申し込みで、さらにバージョ
ンアップ期間、1年延長プレゼント。

追加費用なしでのバージョンアッ
プ期間は「発売～2025年10月31
日」で、回数は最大5回となります。

プレゼントプレゼント1年分付1年分付

（年2回配信）（年2回配信）

車両への取付けには別売の取付キット等が必要となります。P.61～62をご覧ください。

車両への取付けには別売の取付キット等が必要となります。P.61～62をご覧ください。 車両への取付けには別売の取付キット等が必要となります。P.61～62をご覧ください。車両への取付けには別売の取付キット等が必要となります。P.61～62をご覧ください。

車両への取付けには別売の取付キット等が必要となります。P.61～62をご覧ください。

オンライン対応ネットワークスティックセットモデル

ドライブをより快適に、より楽しくするスタンダードモデル

32
GB

LS（ラージサイズ） 
メインユニット 32

GB

200mmワイド 
メインユニット 32

GB

2D（180mm） 
メインユニット

AVIC-RL520
8Ｖ型HD/TV/Bluetooth/USB/チューナー・
AV一体型メモリーナビゲーション

オープン価格＊NEW 3月発売予定 

AVIC-RW520
7Ｖ型HD/TV/Bluetooth/USB/チューナー・
AV一体型メモリーナビゲーション

オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RZ520
7Ｖ型HD/TV/Bluetooth/USB/チューナー・
AV一体型メモリーナビゲーション

オープン価格＊NEW 3月発売予定

高機能と価格のバランスが取れたベーシックモデル

対応メディアを厳選したシンプルモデル

AVIC-RQ920-DC AVIC-RF920-DC AVIC-RL920-DC AVIC-RW920-DC AVIC-RZ920-DC

※SDメモリーカードを用いた「最新データバージョンアップ」には非対
応です。USBメモリーを用いたダウンロード版のみの対応となります。  
※詳細は、P.29～30のバージョンアップページをご覧ください。

※SDメモリーカードを用いた「最新データバージョンアップ」には非対
応です。USBメモリーを用いたダウンロード版のみの対応となります。  
※詳細は、P.29～30のバージョンアップページをご覧ください。

V型99
ラージサイズ

V型99
フローティング

V型88
ラージサイズ 32

GB

200mmワイド
メインユニット

AVIC-RW920-DC
7Ｖ型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・
AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット

オープン価格＊NEW 3月発売予定

32
GB

2D（180mm）
メインユニット

AVIC-RZ920-DC
7Ｖ型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・
AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット

オープン価格＊NEW 3月発売予定

V型99
ラージサイズ

V型99
フローティング

V型88
ラージサイズ

V型88
ラージサイズ

V型
200mmワイド
77

2D（180mm）
V型77

V型
200mmワイド
77

2D（180mm）
V型77

V型
200mmワイド
77

2D（180mm）
V型77

V型
200mmワイド
77

2D（180mm）
V型77

9V型
ラージサイズ

9V型
フローティング

8V型
ラージサイズ

7V型
ワイド（200mm）

7V型
2D（180mm）

9V型
ラージサイズ

9V型
フローティング

8V型
ラージサイズ

7V型 7V型 8V型
ラージサイズ

7V型 7V型 7V型 7V型
ワイド（200mm） 2D（180mm） ワイド（200mm） 2D（180mm） ワイド（200mm） 2D（180mm）

トータルで最大4年分付

○

○

iPhone
iPodUSB AUXFM/AM

ワイドFM
対応

HDMI
入力

HDMI
出力

iPhone
iPodUSB AUXFM/AM

ワイドFM
対応

DVD/CDドライブ、SDスロット：
非搭載

DVD/CDドライブ、SDスロット：
非搭載

オンライン対応で、もっと楽しく便利に。 充実のラインアップ。 自分のクルマに装着できるか
確認してみよう！

楽ナビについて
詳しくは、こちら

楽
ナ
ビ



クルマの中が快適なWi-Fi空間に。
［ 車内Wi-Fiスポット※1 ］

「オンライン化」を実現した楽ナビは、
スマホやタブレットで好きな音楽や動画コンテンツが思う存分楽しめます。
さらに新しい施設や話題のスポットも直感的に検索でき、自動地図更新も手軽に。
つながる楽ナビなら、クルマ時間がもっと楽しく、もっと便利になる。

収録されていないスポットもラクラク検索。
［ お出かけ検索（オンライン）※3 ］

楽ナビにネットワークスティックを接続すると、走行中はクルマの中がWi-Fiス
ポット※1に。後席の子どもたちもスマホやタブレットで、通信量の多い動画や音楽
のストリーミング再生、オンラインゲーム※2などが好きなだけいつも通り楽しむこ
とが可能になり、オンライン化によってつながる世界が格段に広がります。
※1 ご利用には、docomo in Car Connectの契約が必要となります。※2 オンラインゲームなどお楽しみいただくコンテンツによっ
ては通信の仕様上再生できない場合もあります。

ネットワークスティックは車内向け通信サービス
docomo in Car Connectに対応
クルマの中で、ドコモのデータ通信（LTE）が定額で使い放題。通信量の上限や通信速度制限などがなく、しかもクルマの特性を考えたサービスなので、移
動中でも広いエリアで安定した通信が楽しめます。３つの料金プランから、用途に応じて手軽に利用できます。

オンライン機能を備えた楽ナビなら、普段のインターネット検索と同じよう
な操作でスムーズに検索可能。最新スポットの検索はもちろん、行き先が
決まっていなくても気分や思いついたキーワードを検索ボックスに入力す
るだけで目的にあった検索が可能です。また、住所や電話番号・郵便番号
などを直接入力して目的地を検索することもできます。
※3 オフライン時の「お出かけ検索」は「名称」「マルチワード」での検索になります。

便利なオンライン機能はスマホ経由でも利用可能。
［ Wi-Fiテザリング ］

ネットワークスティック非同梱モデルでは、スマホや車載用Wi-Fiルーター（DCT-WR100D:P.33参照）・市販
のモバイルＷi-Fiルーターなどを用いたWi-Fiテザリング接続により「自動地図更新※6」｢お出かけ検索（オン
ライン）」「スマートループ渋滞情報™」「ウェザーライブ」などの通信を使用した機能がご利用いただけます。

新しい道路データもオンラインですばやく更新。
［ 自動地図更新※4 ］

楽ナビならネットワークを利用して、走行中でも新しい道路や詳細市街地図などの
情報を手軽に自動更新。ネットワークスティック同梱モデルであれば通信量を気に
することなく、いつでも情報をアップデートして快適にドライブが楽しめます。ネット
ワークスティック非同梱モデルでは、Wi-Fiテザリング※5を用いて自動地図更新がご
利用いただけます。
※4 自動地図更新（差分更新）は「docomo in Car Connect」の契約をせずにご利用いただけます。アップデート中は本体操作不可とな
ります。全データ更新はパソコンを用いたデータダウンロードが必要となります。バージョンアップスケジュールについては「P.30」を参照
してください。※5ご利用は無料ですが、通信料はお客様負担となります。

■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.51～56、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。

いつもの車内が
「エンタテインメント空間」に変わる。
［ HDMI入出力対応※7※8※9 ］ × ［ Wi-Fi接続 ］

ゲーム機 フリップダウン
モニター

プライベート
モニター

AVIC-RQ920-DC

タブレット

スマホ
HDMIは入力から出力まで高画質なHD解像度（720p）に対応し、
スマホやタブレットをHDMI接続することで高精細な映像を大画
面に映し出せます。Wi-Fiスポット機能※10を使用すれば、ストリーミ
ング動画なども通信量を気にすることなく思う存分楽しめます。さ
らにリアモニターに出力し、高精細な映像を映し出せば、同乗者み
んなでオンラインゲーム※11などを楽しむこともできます。

毎日クルマを
使うなら

13,200円（税込）
365日
プラン

旅行や帰省中に
使うなら

1,650円（税込）
30日
プラン

ちょっとしたお出かけに
使うなら

550円（税込）
1日
プラン

車室内でのWi-Fi利用について

楽ナビは車での走行中と一部の停車中の
みWi-Fiサービスが利用可能となります。詳
しくは右の図をご確認ください。

※エンジン始動後に、停車したまま30分が経過した後は、再度エンジンを始動してもWi-Fi機能はONになりません。走行を開始すると、Wi-Fi機能がONになります。
＊「自家用乗用車（普通・小型四輪車、軽四輪車）専用」となります。

30分まで 60分まで

停車中：Wi-Fi  OK 走行中：Wi-Fi  OK 停車中（エンジンON）：Wi-Fi   NG

エンジン OFF エンジン ON走行後停車（エンジン ON）エンジン ON ※

ニーズにあわせて選べる料金体系快適・安心のLTEデータ通信が定額使い放題
同時接続台数
最大5台

LTEデータ通信量
制限ナシ！

通信量が気にならない！ 同乗者の方も楽しめる！ 動画の再生もスムーズ！山間部でも
途切れない！

全国エリア※1で安心・快適
LTEデータ通信利用可能

LTEの
  データ通信※2

※1 NTTドコモのLTEサービスエリアによります。詳しくはこちら < https://www.nttdocomo.co.jp/area/ >
※2 ベストエフォート型のサービスのため、実際の使用時の通信速度を保証するものではございません。端末状況
やネットワークの混雑状況などにより通信速度が低下することがございます。
※3 NTTドコモの通信回線をお持ちでない方も、dアカウント(無料)を取得すればご利用いただけます。

※docomo in Car Connectの料金プランについて、詳しくはこちら < https://docomo-icc.com/icc/ >
※docomo in Car Connectのご利用料金は（株）NTT ドコモとの契約に定める条件に従って（株）NTT ドコモに
お支払いいただきます。
※「docomo in Car Connect」、「dアカウント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

※6 パケット通信料が高額になる可能性があるため、大容量パケット通信定額プランに加入している対応端末の使用を推奨します。

みんなと過ごすクルマ時間が
   　オンライン化で
　　　もっと楽しく、もっと便利に。

ドコモユーザー以外でも利用可能※3！

地図更新も
自動だから手間いらず！

車内Wi-Fiスポット対応で
ドライブがより楽しい！

思いついたワードで検索、
通信で目的地を発見！

「お出かけ検索」を
動画でチェック！

※7リアモニター出力は、RCA出力とHDMI出力があり同時出力は不可となります。工場出荷時はRCA出力となり、HDMI出力を使用する場合は設定メニューでリアモニター出力をHDMIにします。520系はRCA出力非搭載のためリアモニター出力
設定はありません。120系はリアモニター出力(HDMI・RCA)非搭載です。※8 HDMI入出力のコネクタ形状は「Type A」となります。接続には、別売のHDMI接続ケーブルが必要となります。※9「HDMIソース」をリアモニターに出力する場合、HDMI
出力からのみ出力可能でRCA出力からは出力されません。※10ご利用には、docomo in Car Connectの契約が必要となります。※11 オンラインゲームなどお楽しみいただくコンテンツによっては通信の仕様上再生できない場合もあります。
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楽しく快適なドライブを叶える
楽ナビのオンライン機能について
詳しくは、こちら

スマホの
HDMI入力接続
適合情報は、こちら
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1

誰もがわかりやすくて使いやすい、楽ナビ独自の「Doメニュー」。

速さ、見やすさ、使い勝手の良さ、すべてを刷新した新インターフェース。

お出かけからお帰りまで、
   やりたいことは
    みんなDoメニューにおまかせ。

新しい楽ナビには、ドライブ中によく使う機能を直感的に操作できる

新開発「Doメニュー」を搭載。使い慣れているインターネットと同じ感覚で

目的地が探せる「お出かけ検索」や、立ち寄る機会の多い駐車場や

ガソリンスタンド、コンビニをワンタッチで表示できる「ダイレクト周辺検索」。

お出かけからお帰りまで、やりたいことをよりスムーズに操作できます。

使い慣れた検索ボックスで
目的地がスピーディーに探せる。
［ お出かけ検索（オンライン）※1 ］

目的地の検索は、思いついた
キーワードを入力するだけ。
通信でつながっていれば、住
所や電話番号・郵便番号まで
も直接入力して検索すること
ができます。スマホで使い慣
れたフリック入力※2にも対応。１文字ごとに変換候補を表示※2するの
で、文字入力もスピーディーです。

よく使う検索機能やAVソースを
好みに合わせて表示。
［ ショートカットキー ］

よく使うカーナビ検索やお好みのAVソースから、４つのショート
カットキーを選択可能。自分に合った使いやすいメニューにカス
タマイズできます。設定の変更も、長押しで手間なく行えます。

立ち寄る機会の多い施設は
ワンタッチ検索。
［ ダイレクト周辺検索 ］

楽ナビなら、Doメニューからジャンルを選び、表示されたリストから選ぶだ
け。駐車場やガソリンスタンド、コンビニをダイレクトに探せます。自車位置
周辺やルート周辺、地図スクロールさせた位置周辺からも検索可能です。

再生している音楽や動画が
ひと目でわかる。
［ AVウィンドウ ］

音楽メディア再生時はアルバムアートワークだけでなく、楽曲のタイト
ルやアーティスト名まで表示。動画メディア再生時には動画を表示し
ます。また、「AVウィンドウ」をタッチすることでAV画面に遷移できます。

検索メニューが
わかりやすく選びやすい。
［ NAVIメニュー ］

カーナビ操作に慣れていない方でも
使いやすい、もう一つのメニュー画面。
［ カンタンモード ］

大画面で直感的に操作できるドライブレコーダー機能。
［ ドライブレコーダーリンクHD対応※3 ］ ［ ドライブレコーダーリンク対応※3 ］

楽ナビ2023年モデル専用のドライブレコーダー「VREC-DS810DC」と接
続することで、大画面で動画/静止画の撮影、再生、データ消去などの機能
がスムーズに操作可能。動画ファイルのサムネイルはダイレクトタッチで選
べます。カスタムキーに「イベント録画の開始※4」を登録すれば、あおり運転
されている場合などの緊急時にも、ドライブレコーダー画面を開くことなく
すぐに録画が始められます。

スクロールやスケール変更も
より快適なレスポンスで。
［ スピーディー操作 ］

初めて触れる人にも使いや
すく、使い慣れた人でもまた
触れたくなるような快適な
操作性を実現。1点ダブル
タップによる地図の拡大や、
2点シングルタップによる地
図の縮小にも対応しました。

すぐに使いたい機能をカスタムキーに
設定すれば、さらに便利に。
［ カスタムキー ］

DVD/CＤのイジェクトや、瞬時に音を消すミュート、カメラビュー表示など、
すばやく使用したい機能や設定変更をダイレクトに操作できる３つのカス
タムキーを採用。自分好みに使いやすくカスタマイズできます。

■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.51～56、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 同梱または別売のネットワークスティック「ND-DC4」や、Wi-Fiテザリングによる通信接続設定などの通信環境(BluetoothのPAN接続は非対応)が必要
です。オフライン時の「お出かけ検索」は「名称」「マルチワード」での検索になります。※2フリック入力と「変換候補」表示はオフラインでも可能です。※3 「VREC-DS800DC/DS600」は、楽ナビ2023年モデルには非対応です。※4 ドライブレコーダーが未接続の場合は、
設定できないように「非アクティブ表示」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。

メニューメニュー ナビメニューナビメニュー 周辺検索周辺検索 駐車場駐車場 駐車場すべて駐車場すべて 周辺周辺 リスト表示リスト表示

DoメニューDoメニュー

一般的なカーナビの周辺検索

ダイレクト周辺検索

ダイレクト周辺検索の駐車場キーダイレクト周辺検索の駐車場キー リスト表示リスト表示

シンプルに整理された検索
ジャンルから、目的にあったメ
ニューをスムーズに選択する
ことができます。

楽ナビには「Doメニュー」をはじ
めとした“おすすめモード”のほか
に、使う機能を絞った“カンタン
モード”が選べます。多機能をシン
プルに使いたい方やカーナビ操作
に慣れていない方にも、わかりや
すく使いやすいメニュー画面です。

思いついたワードで検索、
通信で目的地を発見！

1 2

3 4

5

1

2

3

4

5

［ おすすめモード ］：Doメニュー
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実際の動きを
動画でチェック！

わかりやすくて使いやすい
楽ナビのインターフェースについて
詳しくは、こちら



一瞬でわかる圧倒的な
   “見やすさ”と“美しさ”。

　　   HD解像度フル対応。

楽ナビはすべてのラインアップで「HDパネル」を採用。さらに

描画や表示の細部までチューニングを施し、圧倒的に見やすく美しい

「HD解像度フル対応」を実現しました。また、HDMI入出力の搭載により、

あらゆるコンテンツを高精細に表現。リアモニターと連携すれば、

楽しさあふれるエンタテインメント空間が実現します。

映像を高精細に映し出す
クラス最高水準の解像度。
［ HDパネル：1280×720pixel ］

高解像度に対応した
美しく見やすい地図描画。
［ 画質チューニング ］

スマホのコンテンツを大画面・高画質で楽しむ。
［ HDMI入出力対応※1※2※3 ］

楽ナビには、HD解像度に対応したHDMI入出力を搭載。スマホのミラーリング接続
や様々なHDMI機器を接続することで、あらゆるコンテンツを高精細に映し出しま
す。また、リアモニターと組み合わせれば、同乗者全員で臨場感あふれる空間で迫力
の映像と音楽を楽しむことができます。

駐車サポートも、トラブル時の映像も鮮明に。
［ HD画質映像入力対応 ］

HDバックカメラ「ND-BC300」やカーナビ連動ドライブレコーダー「VREC-DS810DC」
を接続すれば、HD画質の高精細な映像を映し出すことが可能。バック駐車時のサポー
トや駐車中のトラブル時もすぐに高画質の映像を大画面で確認することができます。

■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.51～56、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リアモニター出力は、RCA出力とHDMI出力があり同時出力は不可となります。工場出荷時はRCA出力となり、HDMI出力を使用する場合は設定メ
ニューでリアモニター出力をHDMIにします。520系はRCA出力非搭載のためリアモニター出力設定はありません。120系はリアモニター出力（HDMI・RCA）非搭載です。※2 HDMI入出力のコネクタ形状は「Type A」となります。接続には、別売のHDMI接続ケーブルが必
要となります。※3「HDMIソース」をリアモニターに出力する場合、HDMI出力からのみ可能でRCA出力からは出力できません。※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感とは異なり
ます。またカメラ内部に雨滴等が付着、また夜間や暗い場所等、使用状況により画質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。＊オープン価格の商品は希望小売
価格を定めていません。

ドライブレコーダーユニット：カーナビ連動モデル 楽ナビ2023年モデル専用

鮮明な映像で「もしも」を記録。カーナビと連動して、
大画面で直感的に操作できる。
2カメラ（前方＋後方）モデル

ドライブレコーダーユニット

VREC-DS810DC
オープン価格＊NEW 3月発売予定

NIGHT
SIGHT

楽ナビとHDMI接続することで、動画静止画撮影、再生などの機能をス
ムーズに操作可能。記録した前後の映像はHD高画質で確認できます。
楽ナビ2023年モデル（920系、720系、520系、120系）専用となります。

■同梱のmicroSDカードは動作確認用です。事故録画など必要な録画記録が上書きされない様に、必ず電源をOFFしてからmicroSD
カードを取りだし保管してください。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。走行中の運転者は、ドライブレコーダー本体、スマートフォンでの操作やドライブレコーダー、スマートフォンの画
面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ので、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

［ND-BC300：表示イメージ］ ［VREC-DS810DC：表示イメージ］

CD-HMD1 CD-HMD1

目を見張るHD解像度の大画面。見るものすべてが美しい。

ひとクラス上のパーツを投入し、楽ナビ史上最高の高音質へ。
［ 高音質再生 ］

サイバーナビのノウハウを活かした回路レイアウトに加え、厳選した高音質
パーツを数多く投入。GNDノイズの流入防止を徹底するなど基本に忠実な
回路設計を実施。背面パネルにはサイバーナビでも採用している「T字ス
リット」を施すことで、シャーシの振動を抑制しています。聴感上のS/N感が
高く、澄み渡る空気感や音場感がリアルに再現され、微細な音も埋もれる
ことなく再生。ハイレゾ音源のダウンコンバート再生にも対応し、クラスを
超えた楽ナビ史上最高の高音質を実現しています。

コンソールに溶け込む上質かつ先進のデザイン。
［ フルフラットデザイン ］、 ［ フローティングモデル ］

よく使用する中央の3つのキーを引き立たせるメタルゾーニングにより、認
識しやすいだけでなく見た目の上質感を演出。フローティングモデルはブ
ラックとシルバーのコントラストに加え、背面を一体感のある滑らかな造形
で高品位に仕上げました。角度を調整する手にも心地よくフィットします。

音質もデザインも新しく。カーナビの常識を超えてゆく。

ドライブレコーダーユニット
「VREC-DS810DC」の
詳細はこちら

HDバックカメラユニット 楽ナビ2023年モデル専用

高精細なＨD画質で、後方映像を昼夜とも
鮮明かつ広視野角に映し出す。

バックカメラユニット※4※5

ND-BC300
オープン価格＊NEW 3月発売予定

NIGHT
SIGHT

約200万画素のCMOSセンサー採用
により、高精細なHD画質で車両後方を
鮮明に映し出します。楽ナビ2023年モ
デル専用のバックカメラです。

別売のHDMI分配ユニット
「CD-HMD１」を使用する
ことで、複数のHDMI入力対
応リアモニターと接続可能。

※ HDMI分配ユニットを含
め５台までのHDMI機器が
接続可能

楽ナビ2023年モデル（920系、720系、520系、120
系）専用となります。

バックカメラユニット
「ND-BC300」の
詳細はこちら

上下左右どの角度から見ても
視認性に優れた広視野角の
IPS方式、黒色の再現性に優れ
るNormally Black方式の
「HDパネル（1280×720）」を
採用。さらに、高透過率の静電
容量方式タッチパネルや、画
面を明るく鮮やかに映し出す
高輝度LEDバックライトなど高品位パーツを惜しみなく投入し、クラス最高
の高画質を完成させました。

HDパネルの高解像度を活か
しきるため、1,677万色もの色
階調表現を駆使して地図やメ
ニュー画面などあらゆる表示
をドット単位で徹底的にチュー
ニング。各種ロゴマーク、信号
機マーク、一方通行表示や地
図記号などの細部に至るまで

のデザインを行っています。さらに地図表現にとどまらず、徹底した画質
チューニングにより、鮮明かつ高コントラストの映像表現を可能にしています。

地図も動画コンテンツも
高画質だから見やすい！

新たに登場したフローティングタイプの楽ナビは、数多くの車種に適合することで幅広いドライバーの
ニーズにお応えします。7V型カーナビしか取付けられない車種でも大画面を実現できるフローティング
モデルは、大画面用の取付キットを使用することなく取付けられるのもメリットです。 適合車種情報はこちら

業界
最多※フローティングモデルは

548
車種以上適合
2022年11月現在

※2022年11月現在。パイオニア調べ。

数多くの車種に対応するフローティングモデル
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見やすく美しい
楽ナビの高画質テクノロジーについて
詳しくは、こちら



圧倒的な美しさと見やすさを両立。
カーナビの地図表示で最優先なのは見やすさ。徒歩用のナビアプリとは違い画面を注視できないため、”パッ”と見てすぐ状況把握できるように表示を整理し、
カーナビならではの実用性と運転中の視認性に配慮した地図表示を目指して開発を続けてきました。建物の形や道路のフチ・陰影・コントラスト・厚みや段差
などの表現にもこだわり、｢交差点名称｣｢道路名称｣などの文字は地図を回転させても道路に重ならないように配慮。見て美しいという視点から
1,677万色もの色階調表現を駆使したチューニング、走行時に地図上に見えてくる情報の表示順まで考慮しています。各種ビュー表示、各種表示モード、
さらにはロゴマーク表示、ビジュアルランドマークなど地図表現によるエンタテインメント性もデザインにこめられています。

比類なきナビ能力の心臓部「自車位置精度」。検証とチューニングを繰り返し蓄積された、独自のノウハウと厳選したパーツを使いこなすことで実現しています。
マルチフィールドでの高精度と取付状態など様々な使用環境を克服すべく探求し、カロッツェリアが初めて搭載した3Dジャイロセンサーや10Hz測位といった
技術は今では一般的になりました。しかし、これらを精度に活かしきるために欠かせない道路の傾斜データやマップマッチングデータについて、パイオニア
独自の技術を用いたアルゴリズムの開発など、自車位置精度向上のため日々研究を重ねています。

地図画面表示例

カーナビを使用する環境や車種、使用状況は様々。あらゆる条件に対応しなければ高い自車位置精度を保ち続けることはできません。
カロッツェリアのカーナビには、カーナビの取付位置やタイヤの変化などを、過去の学習値から自動的に判断して補正する様々な独自技術を搭載しています。

精度向上を司る専用システム搭載［自車位置専用システム］ ■
サイバーナビでは、ナビゲーション用のメインCPUとは別に、自車位置精度

専用CHIPを載せた自車位置精度専用システムで、GPSセンサー、ジャイロ

センサー、加速度センサー、地図データからのデータを高度に演算処理し、

大きく精度を高めます。

精度向上を司る専用システム搭載［自車位置専用システム］ ■
楽ナビでは、従来よりも大幅に演算処理を向上させるメインCPUを新採用して、より正確な

自車位置精度を実現。最先端のGPSセンサー、ジャイロセンサー、加速度センサーを搭載した

うえに、地図データから得る膨大かつ緻密なデータを高度に演算処理し、数多くの走行データ

のノウハウも反映させるため、あらゆる場所で正確な自車位置表示が可能になります。

立体駐車場に入ってもズレない［傾斜旋回補正アルゴリズム］ ■■
感度補正テクノロジーにより、駐車場マップが収録されていなくても、あらゆる

場所において、正確な自車位置を表示します。

表示までの1秒の遅れさえも解消
［表示位置補正］ ■■

ヘディングアップビュー

様々な情報の演算処理のため自車位置

特定までに要する約1秒間の表示遅延を

車速に応じて補正し、最適なタイミングで

画面描画します。

道路以外の場所でも自車位置がズレない
［マルチフィールドマップマッチング］ ■■
道路から外れると自車位置がズレてしまう一般的なカーナビと違い、カロッツェリア

のカーナビは地図データと照合するなど道路から外れたことを認識し、道路以外の

場所でも正確に自車位置を表示します。

車両情報の微妙な変化まで補正
［センサー学習補正］

測定誤差の算出補正の要である「3Dハイブリッドセンサー」により学習補正性能を

さらに向上。いつでも高い自車位置精度を保ち続けます。

車種で異なる取付位置にも対応［取付角度自動補正機能］
車種で異なるコンソールの上下の傾きを、

取付時に自動で角度補正。また左右の

取付向きも補正し、コンソールが大きく

左右を向くクルマでも、カーブ時の正確な

自車位置が認識できます。

わずかなタイヤ変化にも自動で対応［タイヤ外径変化検出機能］
自車位置表示に影響するタイヤの微細な

変化や夏/冬のタイヤ交換時、チェーン装

着時の形状の違いを自動で感知。誤差も

より少なく、速やかに補正します。

測位精度と受信感度の向上により安定した位置情報を取得
［「GPS・みちびき・グロナス・SBAS」対応］ ■■
「GPS、みちびき、グロナス、SBAS※4」に対応。受信

したすべ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します。

衛星が届きにくい場所でも高度な技術で自車位置を判断
［6軸3Dハイブリッドセンサー］ ■■
「上下」「左右」「回転」各方向の加速度・角速度

の6軸を検知する高精度センサーにより、車両

の挙動を細かく検知・演算し、補正性能を向上。

高速道路の乗り降りや複雑なジャンクションなど

でも、極めて誤差の少ないトレースを行います。

よりリアルタイムに自車位置を測定
［10Hz測位］ ■■
1秒間に10回というスピードで自車位置の測位と

地図上への表示を実施。カーブ走行時や誤認識

しやすい分岐などでも、自車位置がズレることなく

滑らかに地図上の道をたどります。

わずかな傾斜角度の差でも自車位置を見極める
［3Dマップマッチング/傾斜データ］ ■■
一般的なカーナビは高速道路入口など、道路が並走する場所では傾斜の角度差を判断

できず自車位置がズレることも。カロッツェリアのカーナビはセンサーで判断した傾斜角

度を地図データに組込まれた独自の傾斜データと照合、正確な自車位置を表示します。

▲カーナビ基板に自車位置専用のスペースを確保

▲正確な取付角度を自動認識
▲チェーン装着時の外径変化イメージ

▲クルマの取付角度を考慮してセンサーはあらかじめ斜めに設置 

補正情報
をアップ

補正情報

GPSデータを元に    
補正情報を生成 GPSデータ

GPSデータ

一般的なカーナビ カロッツェリアのカーナビ

6軸3D
ハイブリッド
センサー

中央のチップで
演算

駐車場への進入を、GPS
電波が途切れたこと、速度
が変わった事、上下に車体
が傾斜したことなどから認
識します。

高度の変化、GPS電波の
受信により、駐車場から出
た事を認識。その直後か
ら、道路上を高い精度でト
レースします。

駐車場での旋回、傾斜によ
る方位ズレや誤差を極限ま
で補正。正確な自車位置を
捕捉します。

GPS6軸3Dハイブリッドセンサー

  ■■ハイウェイモード ■■

［100mスケール］ ■■ ［詳細市街地図］ ■■ ［昼画面/夜画面］ ■■

スカイビュー

ARスカウタービュー［ターゲットスコープ］※1 ■ スマートロゴマーク※3 ■■

ゾーン30エリア表示 ■■AVサイドビュー/AVサイドモード ■■ビジュアルランドマーク※2 ■■

［50mスケール］ ■ ［50mスケール］ ■ ［空描画］ ■

※ 画面はAVIC-RQ920-DCです。 ※楽ナビはMSVには非対応です。※楽ナビ：520系、120系はSDソースには非対応です。

「ナビ能力」は、機種によって
搭載機能が異なります。

■：「AVIC-CQ912Ⅱ-DC/CL912Ⅱ-DC/CW912Ⅱ-DC/CZ912Ⅱ-DC/CQ912Ⅱ/CL912Ⅱ/CW912Ⅱ/CZ912Ⅱ」に搭載の機能
■：「AVIC-RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/RW920-DC/RZ920-DC/RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/
        RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120」に搭載の機能
※特定の表記がある場合を除いて「AVIC-CQ912Ⅱ-DC」の画面で紹介しています。機種により画面デザインは異なります。

サイバーナビ・楽ナビ共通：先進のナビ能力

地図表示

独自の“アドバンスドIQ高精度”で、どんな状況でも正確に自車位置を表示。自車位置精度

クルマの条件に合わせて自動補正。

細部まで磨き抜かれた、多彩なナビ能力。

■各機能ならびに仕様については、必ず機能紹介ページやP.51～56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。■画面等の表示や写真、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 マルチドライブアシストユニット接続時のみ表示可能です。※2 サイバーナビに、空描画はありません。※3 周辺検索の検索リスト画面右側にあるサイドマップも表示対象です。駐車場

情報、営業時間情報のないジャンルは対象外です。駐車場の駐車可否表示は、車両情報設定で駐車制限（車種/車両寸法）の入力が必要です。※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。
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傾斜10°

［カロッツェリアのカーナビ］
それぞれの道が何度傾斜しているのかをセンサー
で計測。自社開発の地図に収録された
「傾斜データ」とマッチングするのでズレない。

［一般的なカーナビ］
上り下りのみしか判断できず、傾斜のある道路が
並走する場所ではズレてしまうことがあります。



サイバーナビでは、インターネットの検索と同じ感覚で、場所やジャンル、要望など、

思いついたキーワードから行きたい場所を探し出せます。

目的地の検索は、思いついたキーワードを入力するだけ。通信でつながっていれば、カー

ナビに収録されていない最新スポットの目的地検索も可能に。住所や電話番号・郵便

番号までも直接入力して検索でき、スマホで使い慣れたフリック操作にも対応しています。

わずかな手がかりでも店や施設を探せる［フリーワード検索］※1 ■

「最適なルート」とは、目的地まで「より快適に」「より早く着く」ルート。カロッツェリアのカーナビなら無数の「道路

データの組合わせ」と、「時間を優先」する独自の考え方で最適なルートを見つけ出せます。全道路におよぶ渋滞

予測データや、走行に影響を与える道路形状などのデータを収録し、高い精度で各ルートの走行時間を割出します。

ルートアルゴリズムと独自データが最適ルートを導き出す

最新スポットも素早く検索［お出かけ検索（オンライン）］ ■

渋滞予測データ全道路対応

膨大な独自の渋滞予測データから、20分の

通過地点をルート探索時に把握。現在地付近

は最新渋滞情報を、遠方は渋滞予測データを

重視して所要時間を算出。通過時の混雑状況

を先読みしてルート提案します。

通過するときの道路状況を出発時に先読み［タイムスライス処理］

近くのガソリンスタンドの最新価格情報が確認できます。近い順での表示やハイオク、

レギュラー別に安い順での表示、セルフか、24時間営業かまでわかります。

周辺の「タイムズパーキング」「三井のリパーク」「名鉄協商パーキング」各駐車場の5分

ごとに更新される混雑情報が取得できます。さらに車両情報に合わせた入庫可否もお知

らせ。駐車場入口データも収録されているので、スムーズに入庫できます。

最安値のガソリンスタンドがわかる［ガススタ価格情報］※1※2 ■■ スムーズに空いている駐車場へ［駐車場満空情報］※1※3 ■■

周辺の駐車場やATM、ガソリンスタンド、ファミリーレストランなどは、営業時間を考慮

したアイコンで表示。その時間に利用できるかが移動する前にわかります。

● 名称検索　● 住所検索　● 電話番号検索　● ジャンル検索　● ジャンルワード検索　● よく行くランキング　● 周辺検索　● ルートサイド周辺検索　
● デパート提携駐車場検索　● 登録地　● 検索履歴　● 車両情報考慮駐車場検索　● NaviCon※5対応　など

：機能のご利用には、同梱または別売のネットワークスティックや、Wi-Fiテザリングなどの通信接続設定による通信環境が必要です。

地点情報には施設の位置情報に加え、パイオニア独自の調査データと、カロッツェリア

カーナビユーザーからアップロードされた情報を基にした駐車場入口情報を収録。

最後まで迷わせず、駐車場の入口までしっかり誘導します。

画面右半分に交差点付近の詳細情報を拡大

表示。曲がる地点の情報を事前にチェックできます。

案内地点に近づくにつれて詳細な地図へ自動的に

ズームします。通過後は再び広域スケールへ。

高精度な自車位置を活かし、一般道では速度に

応じて曲がる地点の30m手前で音声案内を完了。

スムーズに曲がれます。

そのとき利用できる施設を検索［営業時間考慮周辺検索］ ■■ 駐車場の入口まで判断する［駐車場入口情報］※4 ■■

その他の検索機能 その他の誘導機能

● スマートループ渋滞情報™「全道路対応」(要通信)　● VICS/FM多重情報　● VICS WIDE対応　● オンデマンドVICS(要通信)　● 渋滞考慮ルート探索　
● 6ルート探索　● オートパーキングメモリー　● オートリルート　● ルートアドバイザー　● インテリジェントリルート　● 学習ルート探索　● スマートIC考慮ルート探索
● 時間規制考慮ルート探索　● 立寄地指定　● 乗り降りIC指定　など

主な渋滞対応、
ルート検索機能

● ルートインフォメーション　● 到着予想時刻表示　● レーン情報表示　● 交差点名称案内　● リクエスト案内　● 所要時間案内　● AV画面割り込み表示：ビーコン、交差点、ルートアドバイザー　など

知らない街を走行する場合、カーナビのルートは引かれていても「間違えず交差点をうまく曲がれるだろうか」「時間通り到着できるだろうか」などドライバーは漠然とした
不安を感じてしまいます。いつでも安心して走行できるように、カロッツェリアのカーナビは地図上での「多彩でわかりやすい案内表示」、「タイミングの良い音声案内」など
不安を解消するための様々な機能でドライブをより楽しいものに変えます。クルマの誘導に特化したカーナビならではの実用性と、運転中の安全性への配慮が満載です。

2006年からサービスを開始した「スマートループ」は、膨大な渋滞予測データとリアルタイムな走行・交通情報を高度に分析し、

ドライバーに最適な情報を提供する革新的情報ネットワーク。カロッツェリア専用のカーナビサーバー上で高度な演算処理を

施し、ドライバーに最適な情報を提供し続けます。さらに進化した「スマートループ」は情報の提供だけにとどまらず、サイバーナビ

では膨大かつリアルタイムな情報をもとにスマートループサーバー上でルートを計算し、より理想に近い探索結果を導き出す

次世代のルート探索「スーパールート探索」を実現しています。

交差点案内［2D拡大図モード］

逆走を速やかに警告
［逆走警告］ ■■

高速に乗る前に注意喚起
［逆走注意案内］ ■■

交差点案内［オートフリーズーム］※6 信号機ジャスト案内

［ETCレーン表示］

［高速分岐イラスト表示］ ［高速出口後方面イラスト表示］ ［出口誘導 合流方向案内］ ［セーフティインフォメーション］ ［一時停止案内］

［リアル交差点イラスト表示］ ［方面看板］ ［SA/PAイラスト表示］［都市高速入口イラスト表示］［立体交差側道イラスト表示］

進化し続ける独自の革新的情報ネットワーク「スマートループ」

全道路の渋滞情報を反映してルート探索

この信号を
左です。

信号機を
目安に案内

  ■■   ■■

  ■■

VICS渋滞情報を含む、全国約70万kmの独自の渋滞予測データ収録。

時刻・季節など独自基準で統計処理、幹線道路以外でもいつどこが

どれ程渋滞するか予測します。

取扱情報ロゴマーク

▲検索詳細情報表示例

ガソリン価格
ハイオク レギュラー

場所とジャンル

■入力例

※最新データにバージョンアップした場合の件数です。

営業時間内の表示

営業時間外の表示

平日の朝、通勤時の主要道路は混雑

9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40

現在の渋滞情報
＋

9:00～9:20の
渋滞統計データ

現在の渋滞情報
＋

9:20～9:40の
渋滞統計データ

現在の渋滞情報
＋

9:40～10:00の
渋滞統計データ

10:00～10:20の
渋滞統計データ

10:20～10:40の
渋滞統計データ

約30種類におよぶシチュエーションを基準に統計処理

冬の休日、スキー場近辺は混雑 連休最終日、高速上りは混雑

× ＝

止まれ

ポン!
（注意喚起音）

およそ2km先、
◯◯インター左方向出口です。

およそ1km先、◯◯インター左方向、
◯◯方面、出口です。

まもなく左方向、
◯◯方面、出口です。

およそ300m先、料金所です。

まもなく料金所です。
料金は◯◯円です。その先、
50mで右方向◯◯方面です。

一般道路

高速道路 この先踏切です。 
ご注意ください。

まもなく日が暮れます。
ライトの確認をしてください。

横浜 ラーメン

場所と店名 銀座 アップルストア

間違った施設名 西武遊園地（正式名：西武園ゆうえんち）

気になるワード ラーメン 話題

場所とジャンル

■入力例

横浜 ラーメン

場所と店名 銀座 アップルストア

間違った施設名
電話番号
住  所

西武遊園地（正式名：西武園ゆうえんち）

012-345-6789

東京都文京区本駒込2-28-8

113-0021

START GOAL

※ 画面はAVIC-RQ920-DCです。

※ 画面はAVIC-RQ920-DCです。

通信機能使用時に必要なモノ

■：サイバーナビ ■：楽ナビ

同梱または別売のネットワークスティック
「ND-DC3」もしくは、Wi-Fiテザリング対応
またはBluetoothのPANテザリング対応の
iPhoneやスマートフォン（Android）

同梱または別売のネットワークスティック
「ND-DC4」もしくは、Wi-Fiテザリング対応の
iPhoneやスマートフォン（Android）

VICS渋滞情報を含む、全国約70万kmにおよぶ全道路を対象とする「スマートループ渋滞情報™」を取得し続けることが可能。

全国すべての道路を対象としたリアルタイムな渋滞情報を考慮して出発時から目的地に到着するまで、常にそのとき最適なルートを

提案します。この通信の魅力を身近にするため、iPhoneやスマートフォン（Android）のWi-FiテザリングまたはBluetooth

テザリング（楽ナビは非対応）による情報取得にも対応しています。

0～79%駐車スペースが埋まっている状況

タイムズパーキング
全国25,345ヵ所 ※
（2022年7月末時点）

三井のリパーク
全国16,300ヵ所 ※
（2022年7月末時点）

名鉄協商パーキング
全国3,230ヵ所 ※
（2022年7月末時点）

80～99%駐車スペースが埋まっている状況
100%駐車スペースが埋まっている状況

混雑度をアイコンでお知らせ

自在に探せる、楽に見つかる。検　索 初めての場所でもわかりやすく誘導。誘　導

より最適なルートで目的地まで快適に。渋滞対応力＆ルート探索 全国の道路状況を、ネットワークを介してドライブに活かす。Sma r t  L o o p

早く着く道路の正しい
走行時間がわかる

「距離」ではなく
「時間」で選ぶ

案内する交差点までの信号の数をカウントダウンしてお知らせ［信号機カウント交差点案内］ ■

案内する交差点までの信号の数を画面

表示と音声でお知らせ。分かりにくい

交差点でも正しい方向に走行できます。

およそ300m先、
3個目の信号を［左方向］です。

次の信号を［左方向］です。
○○が目印です。

※音声案内は案内ポイントから最大3個手前、画面表示
　案内は案内ポイントから最大5個手前から信号をカウ
　ントします。

要通信 要通信

要通信

要通信

要通信

郵便番号

28カロッツェリアのナビ能力カロッツェリアのナビ能力27

楽
ナ
ビ

サ
イ
バ
ー
ナ
ビ

■各機能ならびに仕様については、必ず機能紹介ページやP.51～56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。■画面等の表示や写真、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情報の取得には、同梱または別売のネットワークスティックもしくは、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。利用は
無料ですが、通信料はお客様負担となります（ネットワークスティック使用時除く）。対応する通信機器および接続方法は機種により異なります。詳しくは、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）の各商品ページをご覧ください。※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いたしません。※3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。また、駐車場満空情報等、各種通信データ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。※4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）。※5NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。
※6オートフリーズームの地図スケールの上限は500m、下限は50mスケールとなります。



■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.51～56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。※1 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。※2 ダウンロードデータ量は最大で2.5GB程度になります。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。※3 バージョンアップ最大3年分の対象期間
中の「全データ更新」は、サイバーナビ：912Ⅱ系は「年2回配信」となります。※4 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。サイバーナビ：912Ⅱ系は、別売のSDメモリーカード32GB以上が必要です。32GBでは容量不足になる場合がありますので、その際は64GB以上のSDメモリーカードをお使いください。
※5 対応OSはWindows10/8.1、macOS 10.9.2以降になります。※6 楽ナビには、スマホを使用した「差分更新」はありません。●パイオニア以外のコンテンツ事業者から提供されるコンテンツやサービスは予告なく変更または終了する場合があります。

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://shop.mapfan.com/ext/otoku/mfsm/index.html）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（ジオテクノロジーズ株式会社）　
　【固定電話から】0120-721-731(無料) 【携帯電話・PHSから】0570-070-701（ナビダイヤル・有料）
※受付時間は、「MapFanスマートメンバーズお問い合わせ」でご確認ください。（https://shop.mapfan.com/ext/help/mfsm.html）

バージョンアップ/スマートフォンアプリ

■ サイバーナビ：912Ⅱ系：優待申込期限「2024年4月30日」まで  ■ サイバーナビ：912系：優待申込期限「2023年4月30日」まで    
■ サイバーナビ：CL902XSⅢ/CZ902XSⅢ：優待申込期限「2023年4月30日」まで ■ 楽ナビ：920系、720系、520系、120系：優待申込期限「2024年7月31日」まで

【オービス関連】
サイバーナビに新たな機能をプラス。

Option「オービスSD」
CNAD-OP23SD
希望小売価格5,280円（税込）

サイバーナビ：バージョンアップ

※オービスライブは、「MapFanスマートメンバーズ」 
　にご入会いただくことで、ご利用いただけます。　

オービス（自動速度取締機）の位置
をお知らせし、安心で快適なドラ
イブをサポート。地図上にマーク
で表示し、近づくにつれアラーム
音でお知らせします。

クルマでのお出かけ
で利用できる一部の
商品を会員価格で購
入できます。

カーナビの地図や各機能を最新状態に更新できます。

スマホを使って更新※6

パソコンを使って更新

通信を使って自動更新

会員サービスが最大1年間無料でご利用いただけます。

「MapFanスマートメンバーズ（有償）」

■ MapFanスマートメンバーズ ： 最大1年間無料ご優待
優待申込期限までに
新規で入会いただくと、

その他サービスは「MapFanスマートメン
バーズ」専用サイトをご確認ください。
https://shop.mapfan.com/
ext/otoku/mfsm/index.html

お出かけ先や周辺情報を事前にチェックできます。

リアルタイム地図情報

「MapFan」の有料機能が使い放題になるサービスです。 
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チェックできます。

※「CNAD-OP23ⅡSD」適用時は、最新のバージョンアップが必要となります。

■「MapFanスマートメンバーズ」提供元：ジオテクノロジーズ株式会社

※地図データが「発売時：収録データ」の状態の場合、
対応するオービスSDは、「CNAD-OP23SD」となります。

対応機種：AVIC-CQ912Ⅱ-DC/CL912Ⅱ-DC/CW912Ⅱ-DC/CZ912Ⅱ-DC/CQ912Ⅱ/CL912Ⅱ/CW912Ⅱ/CZ912Ⅱ等

： 年会費については「MapFanスマートメンバーズ専用サイト」をご確認ください。

※事前にパイオニアホームページ「オーナーズリンク」での、お客様登録（お客様IDとパスワードの取得）が必要となります。※新規で、MapFanスマートメンバーズに入会される方が対象となります。入会にはクレジットカードが
必要です。 ※会員登録された月から1年後の同月1日に、登録したクレジットカードから2年目の年会費が自動的に決済されます。 以降、退会するまで1年ごとの自動決済となります。自動決済の１ヶ月前に、登録メールアドレス
に会員継続の確認メールが送信され、継続を希望しない場合は、退会処理を行う必要があります。※2年目からの年会費については「MapFanスマートメンバーズ専用サイト」をご確認ください。※通信を使った自動更新は、
サイバーナビ：912系、912Ⅱ系が対象になります。

バージョンアップ最大3年分（最大年6回配信）付
※発売から最大3年間追加費用なしで最新データに
　バージョンアップが可能。

※プレゼント対象期間内に入会した場合は、以降退会（会員登録を解除）しても最新データバージョンアップの終了
期間は1年分延長された状態が保持されます。

バージョンアップ対象期間 発売～2025年10月31日まで

選べるバージョンアップ方法
■通信を使った
　「自動地図更新（差分更新）」
ネットワークスティックやWi-Fiテザリングによる通信を用い
て行う「自動地図更新」を新搭載。新しい道路や施設情報を走
行中でもダウンロードしてデータを反映できるため、刻々と
変化する道路情報をいつでも新鮮に保つことができます。

■スマホ※1で更新できる
　「スマートアップデート（差分更新）」
サイバーナビ専用アプリ「スマートアップデート for カロッ
ツェリア※1」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※2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、自宅などの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。

■パソコンからすべてのデータを
　最新にする「全データ更新」
パソコンを使うことで、すべてのデータをバージョンアップ※3

できます。ダウンロードしたデータはSDメモリーカード※4
を使用してバージョンアップを行います。また、Windows、
Mac※5に対応し幅広いお客様にご利用いただけます。

AVIC-CQ912Ⅱ-DC/CL912Ⅱ-DC/CW912Ⅱ-DC/ 
CZ912Ⅱ-DC/CQ912Ⅱ/CL912Ⅱ/CW912Ⅱ/CZ912Ⅱ

※データ配信の切換り時期は目安のため、前後する場合があります。

最新データバージョンアップ1年延長プレゼント！最大4年分付に！
プレゼント期間中に「MapFanスマートメンバーズ」に新規入会することで、
通常は最大3年分付のバージョンアップが
1年延長になり、「2026年10月31日」までの最大4年分付に！
プレゼント申込期間 発売～2024年4月30日

1年延長プレゼントについて、
詳しくはこちら

対象機種：AVIC-CQ912Ⅱ-DC/CL912Ⅱ-DC/CW912Ⅱ-DC/ 
                 CZ912Ⅱ-DC/CQ912Ⅱ/CL912Ⅱ/CW912Ⅱ/CZ912Ⅱ

※ docomo in Car Connect契約期間内の、同梱または別売の
ネットワークスティック「ND-DC3」が必要です。

Option「オービスSD」
CNAD-OP23ⅡSD
希望小売価格5,280円（税込）
NEW

※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
(https://jpn.pioneer/ja/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。

スマートフォンアプリ

※NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。

  「スマートアップデート
for カロッツェリア」

サイバーナビ専用

提供元：ジオテクノロジーズ株式会社
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。

無料 「NaviCon」
提供元：株式会社デンソー

「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

ダウンロードは、こちら

ご確認は、こちら

ダウンロードは、こちら

※オービスライブは、「MapFanスマートメンバーズ」 
　にご入会いただくことで、ご利用いただけます。　

Option「オービスSD」
CNAD-OP23ⅡSD
希望小売価格5,280円（税込）NEW

対応OS：iOS、Android OS 対応OS：iOS、Android OS
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月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

2025年
発
売

10
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月
10
月

2026年
12
月

2025年
11
月

延長期間

2022年秋データ
（全データ更新・差分更新）
2022年11月配信予定

2023年春データ
（全データ更新・差分更新）
2023年5月配信予定

2023年秋データ
（全データ更新・差分更新）
2023年11月配信予定

2024年春データ
（全データ更新・差分更新）
2024年5月配信予定

2024年秋データ
（全データ更新・差分更新）
2024年11月配信予定

2025年春データ
（全データ更新・差分更新）
2025年5月配信予定

2025年秋データ
（全データ更新・差分更新）
2025年11月配信予定

2026年春データ
（全データ更新・差分更新）
2026年5月配信予定

楽
ナ
ビ

サ
イ
バ
ー
ナ
ビ
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楽ナビ：バージョンアップ

【オービス関連】
楽ナビに新たな機能をプラス。

対応機種：AVIC-RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/RW920-DC/RZ920-DC/RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720等

AVIC-RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/RW920-DC/RZ920-DC

AVIC-RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120

バージョンアップ最大1年分(年2回配信)付

優待申込期間 発売～2024年7月31日まで バージョンアップ対象期間 発売～2025年6月30日まで

■対象機種：「AVIC-RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120」バージョンアップは、 macOS非対応となります。※バージョンアップには、SDメモリーカード（520系、120系はUSB
メモリー）32GB以上が必要です。32GBでは容量不足になる場合がありますので、その際は64GB以上の容量をお使いください。※データ配信の切換り時期は目安のため、前後する場合があります。 ＊2025年5月配信予定

※優待申込期間内に「MapFanスマートメンバーズ」に新規入会することで、
　入会日からバージョンアップ対象期間中の最大1年間は追加費用なしで最新データにバージョンアップが可能。

※プレゼント対象期間内に入会した場合は、以降退会（会員登録を解除）しても
　最新データバージョンアップの終了期間は1年分延長された状態が保持されます。

※MapFanスマートメンバーズの新規入会が必要です。MapFanスマートメンバーズを継続利用される場合は対象外になりますのでご了承ください。
※会員登録された月から1年後の同月1日に、登録したクレジットカードから2年目の年会費が自動で決済されます。以降退会するまで1年ごとの自動決済となります。
　自動決済の１ヶ月前に、登録メールアドレスに会員継続の確認メールが送信され、継続を希望しない場合は、退会処理を行う必要があります。
※年会費については「MapFanスマートメンバーズ専用サイト」をご確認ください。

バージョンアップ最大3年分（年2回配信）付
※発売から最大3年間追加費用なしで最新データに
　バージョンアップが可能。回数は最大5回となります。

バージョンアップ対象期間 発売～2025年10月31日まで

■対象機種：「AVIC-RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/RW920-DC/RZ920-DC」バージョンアップは、macOS 非対応となります。※バージョンアップには、SDメモリーカード32GB以上が必要です。32GBでは容量不足になる
場合がありますので、その際は64GB以上の容量をお使いください。※データ配信の切換り時期は目安のため、前後する場合があります。

最新データバージョンアップ1年延長プレゼント最大4年分付に！
プレゼント期間中に「MapFanスマートメンバーズ」に
新規入会することで、通常は最大3年分付のバージョンアップが
1年延長になり、「2026年10月31日」までの最大4年分付に！

プレゼント申込期間 発売～2024年7月31日 1年延長プレゼントについて、
詳しくはこちら

2023年 2024年 2025年

収録
データ

 全データ更新
 2023年5月配信予定

 全データ更新
 2023年11月配信予定

 全データ更新
 2024年5月配信予定

 全データ更新
 2024年11月配信予定

 全データ
更新*

優待申込期間：発売～2024年7月31日まで

バージョンアップ対象期間：発売～2025年6月30日まで

4
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月
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月
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月
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月
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月

4
月

5
月

6
月

1
月

2
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

発
売

1年分
2023年11月1日新規加入 2024年10月31日まで：２回バージョンアップ可能例❶

1年分
2024年2月20日新規加入 2025年1月31日まで：３回バージョンアップ可能例❷

1年分
2024年7月10日新規加入 2025年6月30日まで：３回バージョンアップ可能例❸
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楽ナビ2023年モデル専用

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。

圧倒的な高画質が臨場感あふれるリアエンタテインメントを創り出す。

リアモニター

フリップダウンモニター

プライベートモニター
モニターについて
 詳しくはこちら

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。

9V型ワイドVGAプライベートモニター※1
（2台セット）
TVM-PW930T オープン価格＊

9V型ワイドVGAプライベートモニター※1

TVM-PW930 オープン価格＊

9V型ワイドVGAプライベートモニター※1
（2台セット）
TVM-PW920T オープン価格＊

9V型ワイドVGAプライベートモニター※1

TVM-PW920 オープン価格＊

10.1V型ワイドXGAプライベートモニター※1
（2台セット）
TVM-PW1000T オープン価格＊

10.1V型ワイドXGAプライベートモニター※1

TVM-PW1000 オープン価格＊

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）※3※4

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）※3※4

11.6V型ワイドXGAフリップダウンモニター
TVM-FW1100-S
オープン価格＊ （リモコン付属）

13.3V型フルHDフリップダウンモニター
TVM-FW1300-B
オープン価格＊ （リモコン付属）

「TVM-FW1300-B」には13.3V型フルHD液晶パネル
を搭載。モニターを閉じても「エニタイムビジョン」
で映像が楽しめます。

HIGH 10.1V型
WXGA

HIGH 9V型
WVGA LOW 9V型

WVGA

ブルー
LED

ルーム
ランプ

11.6V型
WXGA

ルーム
ランプ

ブルー
LED

13.3V型
フルHD

ブルー
LED

ルーム
ランプ

11.6V型
WXGA

フリップダウンモニター

解像度
画面サイズ

HDMI入力端子
HDMI出力端子

ビデオ入力端子（RCA）
ホワイトLEDランプ

ブルーLEDイルミネーション

TVM-FW1300-B TVM-FW1060-B
WSVGA

10.1V型ワイド
2系統
1系統
2系統
8灯
ー

TVM-FW1050-B/-S
WSVGA

10.1V型ワイド
2系統
1系統
2系統
ー
ー

TVM-FW1100-B/-S
WXGA

11.6V型ワイド
1系統
ー

2系統
8灯
●

フルHD
13.3V型
1系統
ー

2系統
6灯
●

機　能　名

●高解像WVGAパネルで鮮明な映像を再生。●HDMI入力※2

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
あ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)。

シートごとにそれぞれの空間が楽しめる
新しいリアエンタテインメント。

リアシートで大迫力の映像が楽しめる極上のリアエンタテインメント。

取付けには取付キットが必要です。取付キットはこちら P.61～62

モニターナビシステムアップ

シ
ス
テ
ム
ア
ッ
プ

10.1V型ワイドSVGAフリップダウンモニター
TVM-FW1060-B
オープン価格＊ （リモコン付属）NEW

「TVM-FW1060-B、1050-B/-S」は、高画質WSVGA
パネルを採用。後部座席どの席から見ても、映り込み
も少なく臨場感あふれる大迫力の映像再生を実現。

ルーム
ランプ

10.1V型
WSVGA

10.1V型
WSVGA

10.1V型
WSVGA

10.1V型ワイドSVGAフリップダウンモニター
TVM-FW1050-B
オープン価格＊ （リモコン付属）NEW

10.1V型ワイドSVGAフリップダウンモニター
TVM-FW1050-S
オープン価格＊ （リモコン付属）NEW

リアモニタープライベートモニター
TVM-PW1000T

解像度
画面サイズ

HDMI入力端子
ビデオ入力端子（RCA）
USB形状端子（1A給電）
3.5Φステレオミニジャック
ブルーLEDイルミネーション

TVM-PW930T
WVGA

9V型ワイド
●
●
●
●
●

WXGA
10.1V型ワイド

●
●
●
●
●

TVM-PW920T
WVGA

9V型ワイド
●
●
●
●
●

TVM-W910
WVGA

9V型ワイド
●
●
ー
●
ー

WXGA
10.1V型ワイド

●
●
●
●
●

WVGA
9V型ワイド

●
●
●
●
●

WVGA
9V型ワイド

●
●
●
●
●

TVM-W710
WVGA

7V型ワイド
ー
●
ー
ー
ー

TVM-PW920TVM-PW930TVM-PW1000機　能　名

ドライブをより便利で快適にしてくれる、各種アイテム。

適合情報および取付時の設定については、弊社ホームページ（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　■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。 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。

バックカメラユニット※1※2

ND-BC300

約200万画素のCMOSセンサー採用により、高精細なHD画質※3で車両後方を鮮明に映し出
します。また、逆光や夜間のライトなどで明暗差が激しい場合でも、HDR（ハイダイナミック
レンジ）搭載で「白飛び」や「黒つぶれ」を抑えてクリアな映像を実現。広視野角カメラとも相
まって、急な歩行者の飛び出しやクルマの接近などにも安全に対応することができます。

▲広視野角で後方確認がより安全に ▲ 夜間でも後方映像を鮮明に描写

対応機種：「楽ナビ」
AVIC-RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/RW920-DC/RZ920-DC/
RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520/
RW120/RZ120

バックカメラユニット※1※2

ND-BC8Ⅱ
希望小売価格14,300円
（税抜価格13,000円）

高性能なCMOSセンサーを採用し、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、取付け
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。

▲ 夜間▲ 昼間 ▲ 駐車アシスト線表示例
サイバーナビ、楽ナビなら、駐車ア
シスト線表示でしっかりサポート。

対応機種：RCAタイプのバックカメラ入力搭載の「サイバーナビ」
「楽ナビ」等

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。

高精細なＨD画質で、後方映像を昼夜とも鮮明かつ広視野角に映し出す楽ナビ2023年モデル専用のバックカメラ。

カーナビ連動タイプ

ETC2.0ユニット

ND-ETCS10
オープン価格＊

カーナビとの接続なしで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などの情報提供
サービスを、音声で案内します。

GPS付発話型
スタンドアローンタイプ

カーナビ連動タイプ

ETCユニット

ND-ETC9
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-ETC40 
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：
拡張入出力端子搭載の
「サイバーナビ」「楽ナビ」
※楽ナビ520系、120系は非対応です。

対応機種：
拡張入出力端子搭載の
「サイバーナビ」「楽ナビ」
※楽ナビ520系、120系は非対応です。

ETC2.0ユニット

ND-ETCS2
オープン価格＊ 

ETC機能にくわえて、ETC2.0サービスが利用できます。
全国の高速道路などに設置されたITSスポットと通信
し、広域な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・落下物などを知らせる安
全支援情報などが取得できます。
※単独では使用できません。

ETCと新時代のETC2.0サービスに対応。 料金所も、スムーズに通過。

■ETCユニット取付ブラケット
AD-ETC01 　
希望小売価格770円（税込）
ND-ETC40用

■ETCユニット取付キット　ETCユニットを純正位置に取付けるためのキット。

最新の適合情報は、
こちら▶

AD-Y102ETC
希望小売価格2,200円（税込）
トヨタ車/ダイハツ車用

AD-N101ETC
希望小売価格2,200円（税込）
日産車用

AD-S101ETC
希望小売価格2,200円（税込）
スズキ車/マツダ車用

オ
プ
シ
ョ
ン

新セキュリティ対応 新セキュリティ対応

バックカメラと接続することで、バックカメラ映像にステアリングの舵角と連動したガイド線を合成して表示。
後退時のクルマの予想進行方向をナビ画面で確認でき、スムーズな駐車をアシストします。

バック時のアシストで、もっと安心。

■ステアリング連動バックガイド線表示アダプター
ホンダ　ナビ装着用スペシャルパッケージ付車（マルチビューカメラシステム
付車には対応していません）

KK-H101GA 希望小売価格27,500円（税込）　　
KK-H102GA 希望小売価格27,500円（税込）　　

ダイハツ　純正ナビ装着用アップグレードパック付車（パノラマモニター対応
カメラ付車には対応していません）

KK-D101GA 希望小売価格27,500円（税込）　　

KK-Y101GA 希望小売価格27,500円（税込）　
KK-Y102GA 希望小売価格27,500円（税込）　　

トヨタ　バックカメラ接続用取付キット＋「ND-BC8Ⅱ」装着車
ナビレディパッケージ／標準またはメーカーオプションのバックカメラ付車
（パノラミックビュー対応ナビレディパッケージには対応していません）
※車両によって組合わせ可能なバックカメラは異なります。詳細は弊社ホーム
ページ(carrozzeria.jp)をご確認ください。

AD-Y101ETC
希望小売価格2,200円（税込）
トヨタ車/ダイハツ車/スバル車用

適合情報と
設定方法はこちら！

バックカメラユニット

ETC2.0ユニット ETCユニット

ステアリング連動バックガイド線表示アダプター

「ND-BC300」について
 詳しくはこちら

※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感とは異なります。またカメラ内部に雨滴等が付着、また夜間や暗い場所等、使用状況により画質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 楽ナビにはリサイズされ、HD画質の1280×720（130万画素）で表示されます。

※STARVISおよび      　　　　　　　は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

NIGHT
SIGHT

※バックカメラ接続用取付キットの詳細はP.66の「バックカメラ関連」
をご覧ください。

■ STARVISTM搭載ソニー製CMOSセンサーを採用
し、最適なチューニングを施すことで、夜間の後方
映像も鮮明に映し出す「ナイトサイト」に対応。

■ 後退時の急な歩行者の飛び出しやクルマの接
近もいち早く認識できる水平画角180°の広視野
角カメラ。

※バックカメラ接続用取付キットの詳細はP.66の
「バックカメラ関連」をご覧ください。取付キットのブラ
ケットを使用をします（取付キット同梱のバックカメラ
接続ケーブルは使用しません）。

「ND-BC300」は、楽ナビ2023年モデル（920系、720系、520系、120系）専用となります。

オープン価格＊ NEW 3月発売予定

11.6V型ワイドXGAフリップダウンモニター
TVM-FW1100-B
オープン価格＊ （リモコン付属）

■モニター本体の取付け・配線や取外しには、専門技術と経験が必要です。車への取付け・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取付けの際には付属の「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（TVM-PW930T/PW930、TVM-PW920T/PW920は15mm）までの車種です。※2 HDMI機器との接続はHDMI接続ケーブル「CD-HM020」（別売）等が必要です。「サイバーナビ：912Ⅱ系、楽ナビ：920系、720系、520
系」との接続には別売のHDMIケーブルも必要となります。※3 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。※4 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弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■TVM-PW1000T/PW1000：最大消費電流1.5 A、質量［モニター］0.9 kg（1台あたり）、259.4 
mm（W）×167mm（H）×127.3mm（D）［モニター部90°時］ ■TVM-PW930T/PW930/
PW920T/PW920：最大消費電流1.0 A、質量［モニター］0.85 kg（1台あたり）、239.5 mm（W）
×143.0 mm（H）×136.5 mm（D）［モニター部90°時］　■TVM-W910：最大消費電流0.8 A、
質量［モニター］0.5 kg、233 mm（W）×135.5 mm（H）×25.5 mm（D）　■TVM-W710：最
大消費電流0.4 A、質量［モニター］0.31 kg、185 mm（W）×109 mm（H）×25.5 mm（D）
■TVM-FW1300-B：最大消費電流2.0 A、質量2.4 kg、385 mm（W）×37.8 mm（H）×242.5 
mm（D）　■TVM-FW1100-B/FW1100-S：最大消費電流1.5 A、質量2.0 kg、316 mm（W）×
37.8 mm（H）×240 mm（D）　■TVM-FW1060-B：最大消費電流1.2 A、質量1.8 kg、316 
mm（W）×37.8 mm（H）×240 mm（D）　■TVM-FW1050-B/FW1050-S：最大消費電流0.8 
A、質量1.8 kg、316 mm（W）×37.8 mm（H）×240 mm（D）



同時接続台数
最大5台

LTEデータ通信量
制限ナシ！

全国エリア※1で安心・快適
LTEデータ通信利用可能

LTEの
データ通信※2

※ docomo in Car Connect の料金プランについて、詳しくはこちら < https://docomo-icc.com/icc/ >
※車載用Wi-Fi ルーターの購入代金は、本体購入時に販売店などにお支払いただき、docomo in Car Connect のご利用料金は（株）NTT ドコモとの契約に
定める条件に従って（株）NTT ドコモにお支払いいただきます。

30分まで 60分まで

停車中：Wi-Fi  OK 走行中：Wi-Fi  OK 停車中（エンジンON）：Wi-Fi   NG

エンジン OFF エンジン ON走行後停車（エンジン ON）エンジン ON
車室内でのWi-Fi利用について

■スマホの操作だけで利用開始 ■取付けも起動もシンプルに完了

1
STEP

2
STEP

3
STEP

申し込む
申し込みにはdアカウントが必要。
お申し込み専用サイトで必要情報を入力。

チャージをする
利用期間を選択。クレジットカード、
またはdポイントでチャージ。

チャージ後すぐに
利用開始 シガー電源に挿す 本体を設置する

本体ウラのQRコードを
読み取り［STEP1］へ

「DCT-WR100D」は車載用となりますので車での
走行中と一部の停車中のみWi-Fiサービスが利用
可能となります。詳しくは右の図をご確認ください。

エンジン起動 電源ON

クルマに備え付けのシガー電源に挿し本体を設置するだけ。クルマのエンジンONで起動します。
モバイルWi-Fiルーターのような電源のオン・オフやバッテリー切れの心配もありません。

※エンジン始動後に、停車したまま30分が経過した後は、再度エンジンを始動してもWi-Fi機能はONになりません。走行を開始すると、Wi-Fi機能がONになります。
＊「自家用乗用車（普通・小型四輪車、軽四輪車）専用」となります。

※

ちょっとしたお出かけに使うなら 旅行や帰省中に使うなら 毎日クルマを使うなら

1日プラン（550円［税込］） 30日プラン（1,650円［税込］） 365日プラン（13,200円［税込］）

※1 NTTドコモのLTEサービスエリアによります。詳しくはこちら <https://www.nttdocomo.co.jp/area/ >  
※2 ベストエフォート型のサービスのため、実際の使用時の通信速度を保証するものではございません。端末状況
やネットワークの混雑状況などにより通信速度が低下することがございます。 ※3 NTTドコモの通信回線をお持ち
でない方も、dアカウント（無料）を取得すればご利用いただけます。

「退屈」から「楽しさ」に
ドライブをONしよう！

車内向けインターネット接続サービス docomo in Car Connect

快適・安心のLTEデータ通信が定額使い放題 ドコモユーザー以外でも利用可能※3！Chec
k!

ニーズにあわせて選べる料金体系 事務手数料、解約違約金も無し！

通信速度や対応エリアなど
よくあるご質問はこちら

クルマに最適な通信環境を創る「車載用Wi-Fiルーター」

1年
保証

60℃
-10℃

安心の車載向け通信サービスdocomo in Car Connectに対応。
docomo in Car Connectは、移動中の車内においてドコモのデータ通信網（LTE網）をWi-Fiを用いて
利用できる車載向けインターネット接続サービスです。データ通信量の上限や利用可能データ量超過に
よる通信速度制限などがなく、定額で使い放題。しかもクルマの特性を考えたサービスなので、移動中でも
広いエリアで安定した通信が楽しめます。

サービス利用期間  2年
UIM同梱

車載用Wi-Fiルーター

DCT-WR100D
希望小売価格 27,500円（税抜価格 25,000円）

車載用Wi-Fiルーター「DCT-WR100D」を、配線を目立たせずに
スッキリと取付けることができます。

車載用Wi-Fiルーター
について
詳しくはこちら

OPTION

電源ケーブル

RD-WR001
希望小売価格2,750円（税抜価格2,500円）

※24V車は使用できません。※申し込みにはdアカウントが必要です。法人契約のdアカウントおよびビジネスdアカウントでは、ご利用できません。※本端末で利用するドコモUIMカードは
本端末以外でのご利用を禁止しております。他の端末でのご利用が確認された場合には、事前通告をせずに通信の利用停止および契約の解除を行います。

動画もゲームも
楽しみ放題！

地図も機能も進化し続けるから
購入後もずっと新しい！

いざという時の
録り逃しの心配なし！

声だけで操作・案内だから
快適でスムーズ

スマート音声ナビ次世代通信型ドライブレコーダー

次世代通信型
ドライブレコーダー

もっとカーライフ＋＋ クルマWi-Fi

はじめまして、NP1です
エヌピーワン

前方カメラ

車外側 車内側

 マイクシステム
&

スピーカーシステム

車内/後方カメラ ライトバー 操作ボタン

1台で、前方も車内/後方も2つのカメラで幅広い角度をカバー

声だけの操作・案内で運転に集中できる
NP1は目的地の検索から案内、運転中のルート
情報確認まで、画面を見たり、タッチすることなく、
声だけで操作・案内するナビ機能を搭載。いつもの
運転がぐっと安全でスムーズに変わります。

クラウド保存で、録り逃しなし。
NP1は、映像を前方＋車内/後方2つのカメラで録
画。クラウドにも保存できるから、もしものときも
録り逃しの心配がありません。さらに、スマホで簡単
に確認もできます。

「進化する」という機能を標準搭載。
NP1には、ドライブをもっと便利に・楽しくする、
まったく新しい機能が充実。ご購入いただいた後も
新機能の追加やアップデートを定期的に行いながら、
新しいカーライフ体験を提供します。

暗闇の中でも鮮明に記録する「ナイトサイト」
搭載。STARVISTM技術搭載ソニー製 CMOS 
センサー採用により、夜間走行時や暗闇の駐
車場でのいたずらなども逃さず高感度かつ
鮮明な映像を記録できます。

130° 124°

動画もゲームも、楽しみ放題！
NP1はWi-Fiスポット機能にも対応。車室内のオン
ライン化で「退屈」を「楽しさ」に変えて、もっと自由
で楽しいドライブに出発しましょう。

※クルマWi-Fiのご利用には、別途docomo in Car Connect
の申し込みが必要となります。

※1 NTTドコモのLTEサービスエリアによります。詳しくはこちら（https://www.nttdocomo.co.jp/area/）
※2 ベストエフォート型のサービスのため、端末状況やネットワークの混雑状況などにより通信速度が低下することがございます。

docomo in Car Connectの専用サイトにはスマホアプリ「My NP1」からアクセス
します。登録に必要な情報（ICCIDとパスコード）は自動で入力されるので、サイトの案内
にそって簡単に登録できます。
※申し込みにはdアカウントが必要です。法人契約のdアカウントおよびビジネスdアカウントでは、ご利用できません。
※Wi-FiⓇは、Wi-Fi AllianceⓇの登録商標です。
※「docomo in Car Connect」、「dアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

快適・安心のLTEデータ通信が定額使い放題!

使い方に合わせて選べる料金プラン

スマホから簡単申し込み

LTEデータ 
通信量制限なし

全国エリアで
快適・安心※1

同時接続台数
最大5台

LTEの
データ通信※2

365日プラン30日プラン1日プラン
13,200円（税込）1,650円（税込）550円（税込）

事務手数料
解約違約金

 

 0円!

スマート音声ナビ もっとカーライフ++ クルマWi-Fi

※「ナイトサイト／Night Sight」は、パイオニア株式会社の登録商標です。

スマホアプリ「My NP1」
おすすめの使い方や新機能の追加情報から、目的地検索・案内・
録画映像の確認、 NP1の設定まで。NP1をより便利にご利用いた
だくためのサポートをします。

ホーム 行き先 動画を見る NP1を設定 マイページ
アカウント情報や
ユーザーズガイドな
どが確認できます。

NP1の機能に関する
設定の確認と変更
ができます。 

クラウドにアップした
録画映像の再生や
ダウンロードができ
ます。

地図を使って目的地
検索や目的地をNP1
に転送できます。

使いこなし情報や
主要な機能をカス
タマイズできます。

アプリダウンロードは、こちら

※STARVISおよび      　　　　　　　は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

通信利用期間 1年 SIMカード同梱

通信利用期間 3年 SIMカード同梱

NP-001
希望小売価格65,780円（税抜価格59,800円）
通信+サービス利用料：1年分付

NP-001-C3
希望小売価格93,500円（税抜価格85,000円）NEW 
通信+サービス利用料：3年分付

※クルマWi-Fiをご利用になる場合は、別途docomo in Car Connect
の「料金プラン」に応じた利用料が発生します。
※「NP1」および「NP1」ロゴはパイオニア株式会社の登録商標です。

※ドライビングパーソナル音声AIを搭載したコネクテッドデバイスとしてESP総研調べ
　（2022年3～4月実施のカーエレクトロニクス製品に関する市場調査）

Hardware & Platform

NP1について
詳しくは、こちら

世界初※、AI搭載通信型オールインワン車載器
「音声」と「通信」で運転を新しく。

docomo in Car Connectは、
登録・お支払いから利用開始まですべてスマホ操作だけで行えます。

同乗者の
方も

楽しめる！

動画の
再生も
スムーズ！

通信量が
気に

ならない！
山間部でも
途切れない！

会話するドライビングパートナー

更新手続きに関して、
詳しくはこちら

※通信利用期間以降継続使用される場合は、別途
「通信＋サービス利用」の更新料が発生します。
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★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
■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。 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。

高耐久・高速化を実現した、
ドライブレコーダー推奨 microSD™カード。

SD™メモリーカード

容量：16GB（SDHC™）

SDメモリーカード

CD-MSD16G★ 
オープン価格＊ 

容量：32GB（SDHC™）

SDメモリーカード

CD-MSD32G
オープン価格＊ 

容量：64GB（SDXC™）

SDメモリーカード

CD-MSD64G
オープン価格＊ 

容量：128GB（SDXC™）

SDメモリーカード

CD-MSD128G
オープン価格＊ CD-MSD128G

※SDメモリーカード変換アダプター同梱。
※外観は予告なく変更することがあります。

3D NAND型フラッシュメモリの採用により、書き込み回数やデー
タ保持能力が向上。事故などによる突然の電源断に強く、耐寒・
耐熱・耐衝撃・防水などの様々な試験をクリアした堅牢な設計で、
ドライブレコーダーに安心してご使用いただけます。

ドライブの様々なシーンを想定した、高い信頼性。

電源断対応 耐寒・耐熱

85℃

-25℃
耐衝撃 防水 耐静電気耐X線

2カメラ（前方＋後方）モデル

ドライブレコーダーユニット

VREC-DH301D
オープン価格＊

※別売のパイオニア製
   SDメモリーカードが必要です。

※

※

ドライブレコーダーユニット
「VREC-DH301D」の

詳細はこちら

370万画素
25602560
1440

GPS
内蔵

GPS
内蔵

GPS
内蔵

３軸

Gセンサー

ナイトサイト

32
GB

microSD

同梱

!
イベント録画

GPS内蔵

地デジ

ノイズ対策

ダブル
レコーディング

リアカメラ
防水・防塵

視野角水平
前 112°
後 105°

視野角垂直
前 60°
後 55°

視野角対角
前 135°
後 128°

タイマー駐車監視
別売対応

万画素370
Wide Quad

HD録画

27.0
フレームレート

fps

偏光フィルター
別売対応 同時録音

音声

露出調整

リア：スモーク
ガラス対応

ドライブレコーダーユニット
「VREC-RH200」の

詳細はこちら

ドライブレコーダーユニット
「VREC-DH700」の

詳細はこちら
1カメラモデル 1カメラモデル

スタンドアローンモデル

GPS内
蔵

準天頂衛星
みちびき対応

2カメラ（前方＋後方）モデル

ドライブレコーダーユニット

VREC-DZ800DC
オープン価格＊

提供元：パイオニア株式会社無料

ダウンロードは、こちら

後方車両接近検知機能の
詳細な設定もスマホの画面
で設定可能です。

※別売のパイオニア製
   SDメモリーカードが必要です。

ドライブレコーダーユニット
「VREC-DZ800DC」の

詳細はこちら

対応OS：iOS、Android OS

暗闇に強く、駐車中もしっかり監視。

ドライブレコーダーユニット

VREC-DH700★ 
オープン価格＊

バックカメラの映像も同時に記録。 Wi-Fiモジュール内蔵 スマホ連携。

ドライブレコーダーユニット

VREC-RH200★
オープン価格＊

駐車監視録画対応。バッテリー保護
機能付ドライブレコーダー用駐車監
視ユニット。
対応機種：
VREC-DH301D/RH200

ダッシュボードの映り込みや反射を
軽減するフィルター。

カーナビと接続されたバックカメラ
の映像をドライブレコーダーに入力
するための分配ユニット。
対応機種：VREC-DH700

車室内にカメラを取付けてダブルレ
コーディングする際に必要なカメラ
ユニット。
対応機種：VREC-DH700

ドライブレコーダーユニットの電源
を車両側のオーディオ電源から取る
ことができる電源ケーブル。

駐車監視ユニット

RD-DR001
希望小売価格 6,600円
（税抜価格 6,000円）

偏光フィルター

AD-PLF1
希望小売価格 3,300円
（税抜価格 3,000円）

映像出力用RCA分配器

RD-VRD10
希望小売価格 4,400円
（税抜価格 4,000円）

フロアカメラユニット

ND-FLC1
オープン価格＊

電源ケーブル

RD-010
希望小売価格 1,650円
（税抜価格 1,500円）

OPTION

27.5
フレームレート

fps

３軸

Gセンサー

視野角水平
110°

視野角垂直

56°
視野角対角
132°万画素300

Full HD
録画 ナイトサイト WDR

画像補正

専用パソコン
ビューアー対応

16
GB

microSD

同梱

!
イベント録画 GPS内蔵危険挙動録画

偏光フィルター
別売対応 Wi-Fi

地デジ

ノイズ対策

ダブル
レコーディング対応

27.5
フレームレート

fps

３軸

Gセンサー

視野角水平
114°

視野角垂直

62°
視野角対角
130°万画素200

Full HD
録画 ナイトサイト WDR

画像補正

専用パソコン
ビューアー対応

16
GB

microSD

同梱

!
イベント録画 GPS内蔵危険挙動録画

偏光フィルター
別売対応 Wi-Fi

地デジ

ノイズ対策

ダブル
レコーディング対応 最大30日

駐車監視

●後方の走行映像や車室内の映像の同時録画が可能。 ●あとから追加装着できる、リア取付専用モデル。
※バックカメラ映像を録画するには、別売の「RD-VRD10」が必要です。

※別売の駐車監視ユニット「RD-DR001」が必要です。

※衝撃を検知してから録画が開始されるまで数秒かかります。※別売オプションは不要です。

「ドライブレコーダーインターフェース」

ドライブレコーダーについて
詳しくはこちら

専用アプリ

専用パソコン
ビューアー対応

３軸

Gセンサー

万画素200
Full HD

録画 ナイトサイト

WDR

画像補正
16
GB

microSD

同梱

GPS内蔵 Wi-Fi

地デジ

ノイズ対策

視野角水平
前 130°
後 112°

視野角垂直
前 68°
後 58°

視野角対角
前 160°
後 137°

!
イベント録画

27.5
フレームレート

fps

ダブル
レコーディング

対応機種:
VREC-DS810DC/DS800DC/
DZ800DC/DH700/RH200
※「VREC-DS810DC/DS800DC/
DZ800DC」はフロントカメラのみ対応。

※「VREC-DS810DC/DS800DC/
DS600/DZ800DC」は対応していません。

●暗闇の中でも鮮明に記録する「ナイトサイト」対応。 
●後方からのあおり運転や強引な割り込みも自動で録画。
　［後方車両接近検知機能］ ［急制動検知機能］

24時間365日監視する「駐車監視機能」を標準装備。

●24時間365日監視する「駐車監視機能※(セキュリティモード)」搭載。
●手元のスマホで映像の確認や各種設定ができるWi-Fiモジュール搭載。
●白とびや黒つぶれを補正する「WDR機能」搭載。

●フルHDを超える圧倒的な高解像度。
●暗闇の中でも鮮明に記録する「ナイトサイト」対応。
●映像が見やすい、3.0インチ大画面液晶モニターを搭載。

●高いデザイン性と操作性を両立。
●クルマを離れていても安心をサポートする駐車監視機能※。

昼夜を問わず鮮明に記録可能。

ドライブレコーダーユニット

2カメラ・ドライブレコーダーユニット「VREC-DS810DC/DS800DC」は楽ナビ※1とHDMI接続することで、
録画中映像の「フロント→リア→フロント＆リア（PinP）」切換えや、録画映像再生時の「フロント→リア」切換え
が可能な新ユーザーインターフェースに対応。楽ナビ本体から動画静止画撮影・再生などの操作ができる「ドラ
イブレコーダーリンクHD」に対応。映像を高精細なHDパネルで確認できます。サイバーナビや楽ナビのHDMI
非対応モデル※2は、「VREC-DS810DC/DS800DC/DS600」とAUX接続する「ドライブレコーダーリンク」に
より、カーナビの画面で操作・確認することが可能です。

安心・安全機能で、ドライブとカーライフをサポート。
ドライブレコーダーをカーナビで操作（VREC-DS810DC/DS800DC/DS600）。

リア映像

フロント映像

フロント＆リア（PinP）映像●説明写真はVREC-DS800DCの例です。

ナイトサイト非対応モデル VREC-DS800DC・前方 VREC-DS800DC・後方

2カメラ（前方＋後方）モデル

ドライブレコーダーユニット

VREC-DS800DC
オープン価格＊

ドライブレコーダーユニット
「VREC-DS800DC」の

詳細はこちら

●前方+後方の2カメラ。カーナビ画面で操作・確認できる。

●前方+後方の2カメラ。カーナビ画面で操作・確認できる。

2カメラ（前方＋後方）モデル

ドライブレコーダーユニット

VREC-DS810DC
オープン価格＊ NEW 3月発売予定

ドライブレコーダーユニット
「VREC-DS810DC」の

詳細はこちら

ドライブレコーダーユニット
「VREC-DS600」の

詳細はこちら

1カメラモデル

ドライブレコーダーユニット

VREC-DS600
オープン価格＊

●スマートに取付けできる。カーナビ連動1カメラモデル。

万画素212
Full HD

録画

３軸

Gセンサー

視野角垂直

57°
視野角対角
121°

視野角水平
107°

GPSGPS

カーナビ連動

地デジ

ノイズ対策
ワンタッチ
同時撮影 同時録音

音声

自動録画

偏光フィルター
標準搭載

専用パソコン
ビューアー対応

16
GB

microSD

同梱

!
イベント録画WDR

画像補正

27.5
フレームレート

fps

カーナビ連動

27.5
フレームレート

fps

万画素200
Full HD

録画 ナイトサイト

専用パソコン
ビューアー対応

偏光フィルター
別売対応

32
GB

microSD

同梱

!
イベント録画

地デジ

ノイズ対策

ダブル
レコーディング WDR

画像補正視野角水平
前 125°
後 125°

視野角垂直
前 67°
後 67°

視野角対角
前 148°
後 148°

GPSGPS

カーナビ連動

リアカメラ
防水・防塵

27.5
フレームレート

fps

万画素200
Full HD

録画 ナイトサイト

専用パソコン
ビューアー対応

偏光フィルター
別売対応

32
GB

microSD

同梱

!
イベント録画

地デジ

ノイズ対策

ダブル
レコーディング WDR

画像補正視野角水平
前 125°
後 125°

視野角垂直
前 67°
後 67°

視野角対角
前 148°
後 148°

GPSGPS

カーナビ連動

リアカメラ
防水・防塵

※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。※『ドライブレコーダーリンクHD/ドライブレコーダー
リンク』機能搭載モデルの詳細については弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

広視野角なカメラで、前方の走行映像はもちろん、後方からの危険なあおり運転や、駐車中の
前後の様子なども広範囲に記録。バイクのすり抜けや自転車の飛び出しなども、死角も少なく
記録できて安心です。さらに前後のカメラともにSTARVIS™技術搭載ソニー製CMOSセンサー
の採用により、街灯の少ない道路や暗い駐車場でも高感度かつ高画質な映像を撮影可能な
「ナイトサイト」に対応。

カーナビ連動モデル

※1「ドライブレコーダーリンクHD」対応モデル：楽ナビ「AVIC-RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/RW920-DC/RZ920-DC/RQ720/RF720/
RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520」※2 「ドライブレコーダーリンク」対応モデルについて、詳しくは弊社ホームページ
（carrozzeria.jp）をご覧ください。※「ドライブレコーダーリンクHD」対応の楽ナビでゲーム機やポータブルBlu-rayプレーヤーなどを
HDMI接続して楽しみたい場合は「VREC-DS810DC/DS800DC」をAUX接続することで、両方の機能を使用することが可能となります。

広視野角で前方+後方を記録。暗闇でも鮮明に記録する
「ナイトサイト」対応（VREC-DS810DC/DS800DC）。

24時間365日、常にクルマを監視（VREC-DS810DC/DS800DC/DS600）。

「駐車監視機能※」を標準装備!

暗闇の中でも人の動きや服装、周囲の状況まではっきり映し出し、記録

広視野角カメラで事故や車上荒らしなどから24時間常にクルマを監視（「VREC-DS810DC/
DS800DC」は、前後2つのカメラで監視）。駐車中に振動を検知すると自動で映像を録画する
｢駐車監視機能（セキュリティモード）」に対応しています。駐車中に動作した場合、次回乗車時に
画面上で通知するため、記録されている動画を見落とすことなく確認できます。

※｢駐車監視機能（セキュリティモード）｣は衝撃を検知してドライブレコーダー本体を起動し動作する機能のため、
機械式の立体駐車場や振動の多い場所で使用するとバッテリーの減りが早まる可能性があります。そのような場所
に駐車する際には設定をオフにしてご使用ください。※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。※衝撃を検知してから録画が開始されるまで数秒かかります。

24時間365日
昼も夜も監視

走行中走行中 駐車中

エンジンOFF（ACC-OFF） エンジンON（ACC-ON）

振動検知
フロントカメラ＆リアカメラ（VREC-DS600は、フロントカメラのみ）※STARVISおよび      　　　　　　　は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

NIGHT
SIGHT

※別売オプションは不要です。

「VREC-DS810DC」は、楽ナビ2023年モデル（920系、720系、520系、120系）専用となります。

「VREC-DS800DC/DS600」は、楽ナビ2023年モデルには非対応です。

楽ナビ2023年モデル専用

▪楽ナビ2023年モデルとHDMI接続することで、動画静止画撮影、再生などの機能  
    をスムーズに操作でき、記録した前後の映像はHD高画質で確認可能。
▪カメラは前後ともにSTARVIS™技術搭載ソニー製CMOSセンサーを採用し、夜間の
　映像もしっかり記録する高感度録画「ナイトサイト」に対応。

▪前後２つの広視野角カメラで、24時間365日クルマを監視。駐車中に振動を検知
　すると自動で映像を録画する「駐車監視機能（セキュリティモード）」対応。
▪シフトレバーのリバースと連動し、後方の映像をカーナビの画面で鮮明に確認
　できる「バックカメラ機能」搭載。

■同梱のmicroSDカードは動作確認用です。事故録画など必要な録画記録が上書きされない様に、必ず電源をOFFしてからmicroSDカードを取りだし保管してください。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。走行中の運転者は、ドライブレコーダー本体、スマートフォンでの操作やドライブレコーダー、スマートフォンの画面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ので、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

鮮明な映像で「もしも」を記録。カーナビと連動して、操作・確認。

■クルマを離れていても「24時間365日」昼も夜も駐車監視してくれるので安心！
■駐車監視中に記録された映像は専用フォルダーに保存！
■エンジンがOFF(ACC-OFF)になると、自動でセキュリティモードでの監視開始！
■駐車監視中はバッテリー電圧を監視！
■セキュリティモードは低消費電力モードで動作し、バッテリーへの負荷を軽減！

NIGHT
SIGHT

NIGHT
SIGHT

NIGHT
SIGHT
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CAR AUDIO & VISUAL
カーオーディオ&ビジュアル

私たちの生活に欠かせない存在になった、スマートフォン。

そんなあたりまえのツールを使いこなすことで、クルマの中を

愉しさに満ちた極上のエンタテインメント空間に変えてくれる。

ストリーミングで映像も音楽も、思う存分愉しめる。

さぁ、明日はスマホと一緒にどこへ行こう！

クルマに乗ればそこにはいつも、音楽がある。

Apple CarPlay対応＊5

Android Auto™対応＊5

Pioneer Smart Sync対応＊5

Pioneer ARC対応＊5

DVD

CD

USB

Bluetooth®

HDMI入力

FLAC対応＊1＊2

Power MOS FET

高性能DSP

フルHD映像再生＊3
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MVH-7500SC

タッチパネルディスプレイモデル スマートフォンリンク対 応モデル マルチディスプレイモード対応モデル スタンダードモデル

メインユニット比較表

DMH-SZ700

＊1 USB MSC（Mass Storage Class)接続時のみ。＊2 再生時は、「44.1kHz/16bit」のダウンサンプリング再生となります。「DMH-SF700/SZ700」は「96kHz/24bit」のハイレゾネイティブ再生となります。＊3 フルHD（1920×1080p）再
生対応フォーマットは、MPEG4, H.264, H263, VC-1となります。＊4 「FH-7600SC」は、対応アプリおよび各機能はすべて別売のタブレット「SDA-700TAB」と組合わせた装着状態で使用した場合の機能になります。また、USBメモリーなどの
USB機器内の音楽やビデオも、ホルダーにタブレットを取付けることによって再生できます。USB入力は、iPhone、スマートフォン（Android）には非対応です。音楽再生は、Bluetooth Audioのみの対応となります。＊5 各アプリは、端末の仕様に

よっては正しく動作しない場合があります。その他、映像再生に関する詳細は取扱説明書をご覧ください。＊6 「FH-7600SC」と「SDA-700TAB」を組合わせてご利用いただく場合の「Pioneer Smart Sync」アプリは、タブレットAVシステム専用
アプリ「Pioneer Smart Sync for Tablet（SDA-700TABにプリインストール）」となります。●パイオニア以外のコンテンツ事業者から提供されるコンテンツやサービスは予告なく変更または終了する場合があります。
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38カーAVカーAV37

カ
ー
A
V



※DVD/CDは再生できません。

9V型HD/Bluetooth/USB/
チューナー・DSPメインユニット

DMH-SF700 
オープン価格＊

　「DMH-SF700」の
　機能詳細は、こちら

　「DMH-SZ700」の
　機能詳細は、こちら

　「FH-8500DVS」の
　機能詳細は、こちら

6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/
チューナー・DSPメインユニット

DMH-SZ700 
オープン価格＊

6.8V型ワイドVGAモニター/DVD-V/VCD/CD/
Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

FH-8500DVS 
オープン価格＊

USBBluetooth iPhone AUX
FM/AM HDMI入力 高性能DSP バックカメラ入力

USBBluetooth iPhone AUX
FM/AM HDMI入力 高性能DSP バックカメラ入力

Bluetooth
DVD DVD-R/RW ビデオCD CD

CD-R/RW USB iPhone
AUX

バックカメラ入力
FM/AM 高性能DSP AV入力

シーンに合った音楽、お気に入りの動
画をクルマですぐに楽しめる。今どき
のドライブ体験を動画でチェック！

スマホでできることを、いつでも大画面で操る。

YouTubeまでも快適に楽しめるディスプレイオーディオ。 スマホを自在に操るエントリーモデル。

Apple CarPlay、Android Auto™対応モデル

ディスプレイオーディオ

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。

詳しくは「P.33」をご覧ください。

先進のインターフェース「Amazon Alexa」に対応。

「YouTube」などの無料動画ストリーミングサービスを
Webブラウザ※4を介して楽しめる。

厳選した高音質パーツを搭載し、圧倒的な臨場感を実現する「ハイレゾ音源再生※5」
や「ハイレゾWireless」にも対応。さらに、圧縮音源も自然で質感の高いハイレゾ音
源相当の高音質で再生可能な「マスターサウンドリバイブ」機能までも搭載。車室内
があなただけの特別なライブ空間に変わります。

ハイレゾ音源再生など多彩なメディアを
クラス最高の高音質で実現。

DMH-SF700 DMH-SZ700 FH-8500DVS

DMH-SF700 DMH-SZ700 DMH-SF700 DMH-SZ700

DMH-SF700 DMH-SZ700 FH-8500DVS

専用アプリ「CarAVAssist」で、様々なWebサイトをブッ
クマークしておくと、モニターに表示されたアイコンから
お気に入りのサイトを直接呼出し、スマホを操作するこ
となくブラウザ経由でYouTubeなどのストリーミング
動画が楽しめます。大画面のタッチパネルだから、操作
もストレスフリー。さらに別売の車載用Wi-Fiルーター
（P.33参照）を介することで、車室内でも通信量無制限で
膨大な動画や音楽とつながることができます。

6.8V型ワイドVGAモニター/DVD-V/VCD/CD/
Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

FH-6500DVD
オープン価格＊

DVD DVD-R/RW
ビデオCD CD
CD-R/RW
USB iPhone/iPod
AUX FM/AM
AV入力

バックカメラ入力
高性能DSP

映像や音楽を楽しめる6.8V型ディスプレイオーディオ。

Bluetooth

●USBデバイス/ポータブルHDDなどに収録されたフルHD動画やダウンサンプリングし
たハイレゾ音源の再生をはじめ、Bluetoothによるスマホ内の楽曲のワイヤレス再生に
も対応。●様々な機器や幅広いメディア/フォーマットに対応し、音楽や映像を存分に楽し
める。●高性能DSPを搭載し、リスニングポジションから各スピーカーまでの距離差を補
正する「タイムアライメント」によって、車室内に明確な音像定位を実現。さらに帯域をきめ
細かく調整できる「13バンドグラフィックイコライザー」も搭載。●マルチスピーカーシス
テムを構築できる「ネットワークモード」も備え、より本格的な高音質が楽しめる。●6.8V
型の液晶モニターを備え、「タッチ」「スライド」操作や「フリック」操作が可能。メニュー表示
や設定画面も日本語表示でわかりやすく直感的な操作が行える。

※YouTubeはGoogle LLCの登録商標です。

ボタンを押すことなく「アレクサ」と話しかける
だけで、天気や音楽などを音声と表示で再生。
「カロッツェリア スキル」を活用すれば、ソース
の変更や音質の設定も話しかけるだけで可能
になります。ふだんストリーミングで音楽を楽しんでいる方は、別売の車載用Wi-Fi
ルーター（P.33参照）を介することで、車室内でも通信量を気にすることなく膨大な
楽曲とつながることができます。

1D 9V型フローティング

※Apple CarPlay、Siriは、米国その他の国で登録されたApple Inc.
の商標です。

※Google、Google Play、Googleマップ、Android、Android Auto
およびその他のマークはGoogle LLCの商標です。

「FH-6500DVD」の
 機能詳細は、こちら

「DMH-SF700」の
取付適合情報はこちら

ダウンロードは、こちら
提供元：パイオニア株式会社
「CarAVAssist」
専用アプリ

ディスプレイオーディオ

いつものカーナビアプリや音楽アプリをクルマでも使いこなす。

カロッツェリアのディスプレイオーディオなら、

大画面にスマホでしたいことを映し出し、

思いのままに操ることができます。

DMH-SF700

いつものスマホでカーオーディオは
格段に進化する。

2D 6.8V型 2D 6.8V型 2D 6.8V型

あなたのiPhoneやスマートフォンをクルマ最適に操れる
「Apple CarPlay」「Android AutoTM」対応。
大きな画面と見やすい表示でカーナビや音楽が快適に楽しめる。

Apple CarPlay Android Auto™

無料

対応OS：iOS、Android OS

V型99
フローティング

※DVD/CDは再生できません。

※Amazon、Alexaおよび関連する
すべて商標はAmazon.com, Inc.
またはその関連会社の商標です。

クルマWi-Fiで
楽しく便利に！
クルマWi-Fiで
楽しく便利に！
クルマWi-Fiで
楽しく便利に！
クルマWi-Fiで
楽しく便利に！

スマホを車室内でフル活用できる！スマホを車室内でフル活用できる！スマホを車室内でフル活用できる！スマホを車室内でフル活用できる！

「行き方を調べる」「電話をかける」「メッセージを送受信する」「音楽を聴く」など、ドライ
バーが iPhoneでしたいことを「Apple CarPlay※1」でディスプレイに表示。Siriによる
音声操作にも対応し、走行中でもストレスなくスムーズに操れます。

スマートフォン（AndroidTM）で使い慣れた「GoogleマップTM」や電話などの機能を、ディス
プレイで操作できる「Android AutoTM ※2」。また、ドライブに最適な音楽アプリやニュース
アプリなど多彩なアプリも車室内で使用でき、ドライブがさらに楽しく便利になります※3。

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。＊iPhone、iPodの接続には、iPhone、iPod付属のケーブルまたは、車内に常設する際は別売のiPhone/iPod用USB変換ケーブル等が必要です。詳細は「メインユニット：iPhone、iPod
接続情報」（P.59）をご覧ください。＊各商品の取付写真は撮影用のイメージです。車種によっては取付けできない場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。＊スマートフォンの操作は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。●パイオニア以外のコンテンツ事業者から提供されるコンテンツやサービスは予告なく変更または終了する場合があります。

※1 Apple CarPlayはiOS 7.1以降かつiPhone 5以降の機種で使用できます。※2 Android OS Ver.8.0以降を搭載するスマートフォンと、「Android Autoアプリ」のインストールが必要となります。Google マップ、Google Play Music、Google検
索アプリ等の更新が必要になる場合があります。Android OS Ver.10.0以降のスマートフォンについては、専用アプリのインストールは必要ありません。※3 端末のOSバージョンやアプリの仕様により正常に動作しない場合があります。また、アプリに
よってはBluetoothをオフにするなど設定の変更が必要になる場合があります。※4 有料のストリーミング動画サービスなどの著作権で保護された映像コンテンツの再生はできません。また、一部のWebページ・コンテンツによっては、ページ遷移および
表示ができないページがあります。※5 192kHz/24bitまでのFLAC、192kHz/32bitまでのWAV、DSD64/DSD128の再生に対応。再生時は、96kHz/24bitのLPCMにて再生します。＊各メインユニットとの組合わせで使用時に携帯デジタルプレー
ヤーやUSBメモリー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本体や付属のケーブル、Apple社製アダプターおよび、携帯デジタルプレーヤーやUSBメモリーを車内に長時間放置しないで ※注意事項と詳細な機能・仕様に関しては、P.57～58の「メインユニット：機能比較表」、P.59の「メインユニット：iPhone、iPod接続情報」および裏表紙の「安全に関するご注意」をご覧ください。

40メインユニット/ディスプレイオーディオディスプレイオーディオ39
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CD/USB/チューナーメインユニット

FH-3100

CD CD-R/RW
AUX FM/AM

USB iPhone/iPod
専用パネル同梱

コンソールで存在感を主張する大型ディスプレイ搭載モデル。
2D

CD/Bluetooth/USB/チューナーメインユニット

DEH-7100

日本語表示と操作性に優れたBluetooth®対応モデル。
1D

CD/チューナーメインユニット

DEH-380

CDをシンプルに楽しめるエントリーモデル。

CD CD-R/RW AUX FM/AM

DVD-V/VCD/CD/USB/チューナーメインユニット

DVH-570

DVD/USB/iPodの映像や音楽を楽しめるモデル。

DVD DVD-R/RW ビデオCD CD CD-R/RW
USB iPhone/iPod AUX FM/AM

1D1D

USB/チューナーメインユニット

MVH-3600

様々なメディアに対応するエントリーモデル。
1D

USB iPhone/iPod AUX FM/AM

CD/USB/チューナーメインユニット

DEH-4600

様々な音楽を手軽に楽しめるベーシックモデル。

CD CD-R/RW USB iPhone/iPod
AUX FM/AM

1D

取外して持ち歩く、これが新スタイル。タブレットAVシステム。

CD CD-R/RW USB
iPhone/iPod AUX FM/AM

Bluetooth※CDは再生できません。

2D
Bluetooth/USB/チューナー・ 
DSPメインユニット

FH-7600SC 
オープン価格＊

タブレット
8インチタブレット

SDA-700TAB 
オープン価格＊

USB
Bluetooth

FM/AM
高性能DSP

※仕様・対応フォーマットの詳細は、
　弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

アクセサリー

タブレットAVシステム

車室内で過ごす時間をもっと快適に。クルマ最適発想から生まれたアクセサリー。

タブレットをクルマに持ち込んでメインユニッ
トにセット。新しいドライブスタイルを動画で
チェック！

60℃-10℃
※CDは再生できません。

車室内で便利に充電できる
スマートフォンチャージングパッド。

＊iPhoneやスマートフォン（Android）内の音楽再生についてはBluetoothオーディ
オのみとなります。USBに有線接続した場合は、給電のみ可能で音楽再生は非対応とな
ります。＊メインユニットとの組合わせで使用時に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。＊USBデバイ
ス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。＊iPhone、スマートフォン（Android）や付属のケーブルを車内に長時間放
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。＊走行中の
操作は危険を伴いますので停止した状態でご使用ください。

●運転のたびに接続する手間が省けるワイヤレス充電「Qi」対応。最大15Wの急
速充電も可能です。●高出力コイルを複数（3コイル）配列し広い充電可能エリアを
確保。目線をそらさず充電開始できます。

Pioneer ARC（アドバンスドリモートコントロール）

【対応OS】iOS 8.0～/Android OS 4.1～
                      7.12（AOA 2.0対応）※2

【対応モデル】DEH-4600、MVH-3600

専用アプリをインストールしたスマホと対応モデルをUSB接続することで、「マルチディス
プレイモード」としてスマホのディスプレイに日本語表示やビジュアル表現を映し出し
オーディオ本体を操作できます。

「Pioneer ARC」の
詳細は、こちら

タブレットAVシステムの
取付適合情報はこちら

●多彩なメディア/フォーマットの音楽を楽しめる。●高音質テクノロジーが息づく
オーディオ能力を搭載。●スマホをディスプレイにしてオーディオを自在に操れる。

●存在感あふれる大型のボリュームキーと操作キーをセンターに配置することで各操作
がスムーズ。●200mmワイド窓口車にもすっきりと収まる専用パネルを同梱。●大型
ディスプレイ＆操作キーで使いやすい。●フロントUSB入力端子を備え、iPhone/iPod
やUSBデバイスなどを簡単に接続でき、数多くのメディア/フォーマットの音楽を再生可能。
●独自の音質補正技術「アドバンスド・サウンドレトリバー」で音楽がもつ余韻や躍動感、
広がり感を復元し、高域に至るまでCDに迫る高音質再生を実現。

●再生フォーマットは、WMA/MP3/WAVに対応。●デザインと使いやすさを高
次元で両立。●高音質テクノロジーが息づくオーディオ能力を搭載。

●多彩なメディア/フォーマットの音楽を楽しめる。●高音質テクノロジーが息づく
オーディオ能力を搭載。●スマホをディスプレイにしてオーディオを自在に操れる。

●日本語表示で楽曲検索がスムーズにできる。●スマホに収録された楽曲再生や
ハンズフリー通話も簡単にできる。●多彩なメディア/フォーマットの音楽を楽しめる。

●多彩なメディアの映像や音楽を再生できる。●操作キーのカラーをブルーとレッド
の２色から選べる。●カロッツェリアならではのA/V/Nシステムを構築できる。

※スマートフォンリンクは専用アプリ「Pioneer Smart Sync（パイオニアスマートシンク）」をインス
トールしてご利用ください（端末によりインストールできない場合があります）。※YouTubeは
Google LLCの登録商標です。※Amazon、Alexaおよび関連するすべての商標はAmazon.com, 
Inc.またはその関連会社の商標です。

Bluetooth/USB/チューナー・
DSPメインユニット

MVH-7500SC
オープン価格＊ 

CD/Bluetooth/USB/チューナー・
DSPメインユニット

FH-4600
オープン価格＊   

2D
CD/Bluetooth/USB/チューナー・
DSPメインユニット

DEH-6600
オープン価格＊  

CD/Bluetooth/USB/チューナー・
DSPメインユニット

DEH-5600
オープン価格＊  

Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

MVH-6600 オープン価格＊ 

1D

Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

MVH-5600 オープン価格＊ 

1D

USB iPhone FM/AM 高性能DSPBluetooth

BluetoothCD CD-R/RW USB
iPhone AUX

専用パネル同梱
FM/AM 高性能DSP

BluetoothCD CD-R/RW USB
iPhone AUX FM/AM 高性能DSP

BluetoothCD CD-R/RW USB
iPhone AUX FM/AM 高性能DSP

Bluetooth USB iPhone FM/AM 高性能DSPAUX

1D

1D 1D

※CDは再生できません。

※CDは再生できません。 ※CDは再生できません。
Bluetooth USB iPhone FM/AM 高性能DSPAUX

【対応OS】iOS 10.3～/Android OS 5.0～   【可能な操作】スマホ内アプリ（カーナビ、音楽、電
話、メッセージ）の操作/オーディオ調整/画面カスタマイズ

■「Pioneer Smart Sync」アプリは、予告なくアップデートによるデザイン変更や機能の追加・削除な
どを行うことがあります。最新の情報は、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

Pioneer Smart Sync
対応モデル：
MVH-7500SC/6600/5600｜DEH-6600/5600｜FH-4600

スマートフォンリンク専用アプリ
クルマの中でスマホを快適に操作できる。

クレイドルと組合わせて、スタイリッシュに操れる。

スマホにインストールされたカーナビアプリや音楽アプリなどカーライ
フに必要・便利なアプリと、ドライブ中に使用するカーオーディオの操作
性をリンクさせる「スマートフォンリンク」。車室内でのスマホの使いや
すさが向上します。

「スマートフォンリンク」の
対応アプリや操作方法は、
こちら

「スマートフォンリンク」の
使い方がひと目でわかる
映像は、こちら

スマホに触れずアプリを操作
スマホの画面に触れず、メインユニットか
らスマホのアプリへ直接アクセスできる「ダ
イレクトキー」を搭載。さらにそれぞれの機
能を声で呼びだせる音声認識機能により、
快適なドライブをサポートします。

音声キー

AVキー ナビキー メッセージキー 電話キー

スマホと抜群の一体感を実現 
収納タイプのスマホクレイドルを内
蔵し、走行中も見やすい位置にしっ
かりと固定可能。スマホとオーディ
オの抜群の一体感を実現しました。
※スマホの操作は、必ず安全な場所に車を停車
させてから行ってください。

Pioneer Smart Sync 対応モデル

専用アプリをインストールした対応モデルを、BluetoothまたはUSB
で接続することで、メインユニットからiPhoneやスマートフォン
（Android）をダイレクトに操れる「スマートフォンリンク※1」を利用で
きます。「MVH-7500SC」では、スマホに入っている楽曲の再生中に
YouTubeの動画を検索して一覧で表示する「Streaming Video」リンク機能に対応。さらに、「Pioneer Smart 
Sync」は「Amazon Alexa」にも対応しています。使い方は簡単で、タップして話しかけるだけで「音楽の再生」
「ニュースの読み上げ」「天気の確認」などができます。Alexaはクラウドベースの音声認識サービスですので、常に
最新の機能は自動配信で追加されます。   ※スマートフォンの操作は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

ダウンロードは、こちら

＊USBメモリーを本体に接続した時に運転、本体操作の妨げになるような場合には、オプションのUSB延長ケーブル「CD-U51E」（P.67参照）をご使用ください。

　「FH-3100」の
　機能詳細は、こちら

詳しくは「P.33」をご覧ください。

スマホとオーディオが

車室内でつながる、ひとつになる。

MVH-7500SC

希望小売価格 17,600円
（税抜価格 16,000円）

オープン価格＊ 

オープン価格＊ 

オープン価格＊ 希望小売価格 23,100円
（税抜価格 21,000円）

希望小売価格 25,300円
（税抜価格 23,000円）

車載用ワイヤレス充電パッド

SDA-CP300★
オープン価格＊ 

クルマWi-Fiで
楽しく便利に！
クルマWi-Fiで
楽しく便利に！
クルマWi-Fiで
楽しく便利に！
クルマWi-Fiで
楽しく便利に！

スマホを車室内でフル活用できる！スマホを車室内でフル活用できる！スマホを車室内でフル活用できる！スマホを車室内でフル活用できる！

により変形・変色したり、故障する恐れがあります。＊USBメモリーを本体に接続した時に運転、本体操作の妨げになるような場合には、オプションのUSB延長ケーブル「CD-U51E」（P.67参照）をご使用ください。＊各商品の取付写真は撮影用のイメージ
です。車種によっては取付けできない場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。＊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 Android OSのバージョンまたは機種によって、USB接続時にアプリの音声が出ない場合があります。クレイドル等でスマートフォンを固定してご使用ください。また、走行中の操作は危険を伴いますので停止した状態でご使用ください。※2 ご使用の
スマートフォンによっては、対応OSであっても音が出なかったり正常に操作できない場合があります。＊各メインユニットとの組合わせで使用時に携帯デジタルプレーヤーやUSBメモリー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。＊携帯デジタルプレーヤーやUSBメモリー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。＊iPhone、iPodの接続には、iPhone、iPod付属のケーブルまたは、車内に常設
する際は別売のiPhone/iPod用USB変換ケーブル等が必要です。詳細は「メインユニット：iPhone、iPod接続情報」（P.59）をご覧ください。＊iPhone、iPod本体や付属のケーブル、Apple社製アダプタを車内に長時間放置しないでください。高温 ※注意事項と詳細な機能・仕様に関しては、P.57～58の「メインユニット：機能比較表」、P.59の「メインユニット：iPhone、iPod接続情報」および裏表紙の「安全に関するご注意」をご覧ください。

＊過酷な車室内環境にも適応した動作環境［使用温度範囲：-10℃～＋60℃］に対応。 ＊「Qi（チー）」はWireless Power Consortiumの登録商標です。 ＊走行中の操作は危険を伴いますので停止した状態でご使用ください。

メインユニット メインユニット
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2Dモデル

1Dモデル
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10cm 2ウェイスピーカー

TS-H101-BM

実体感と躍動感に満ちた音が鮮やかに放たれる。

17cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-C1730SⅡ
オープン価格＊（4個1組） 

16cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-C1630SⅡ
オープン価格＊（4個1組）

磨き抜かれた艷やかな音が情景を目前に描き出す。

17cmコアキシャル2ウェイスピーカー

TS-C1730Ⅱ
オープン価格＊（2個1組）

16cmコアキシャル2ウェイスピーカー

TS-C1630Ⅱ
オープン価格＊（2個1組）

車種専用チューニングを施し、実体感と躍動感に満ちた音を放つ。

17cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-C1736SⅡ
オープン価格＊（4個1組）

カスタムフィットスピーカー セパレートタイプ

カスタムフィットスピーカー セパレートタイプ

カスタムフィットスピーカー コアキシャルタイプ

BMWの車室内を上質な音響空間へ。
BMW専用スピーカー コアキシャルタイプ

臨場感あふれる迫力のサウンドで車室内が満たされる。

17cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-F1740SⅡ
オープン価格＊（4個1組）

16cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-F1640SⅡ
オープン価格＊（4個1組）

10cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-F1040SⅡ
オープン価格＊（4個1組）

鮮やかで臨場感あふれる音を手軽に味わえる。

17cmコアキシャル2ウェイスピーカー

TS-F1740Ⅱ
オープン価格＊（2個1組）

16cmコアキシャル
2ウェイスピーカー

TS-F1640Ⅱ
オープン価格＊（2個1組）

10cmコアキシャル
2ウェイスピーカー

TS-F1040Ⅱ
オープン価格＊（2個1組）

カスタムフィットスピーカー セパレートタイプ

カスタムフィットスピーカー コアキシャルタイプ

TS-C1730Ⅱ

TS-F1740SⅡ

TS-F1740Ⅱ

TS-C1730SⅡ

圧倒的な臨場感を獲得した先進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
希望小売価格 66,000円（税抜価格 60,000円/4個1組）

カスタムフィットスピーカー セパレートタイプ

表情、響き、空気感。音のあらゆる要素を描写し、音楽をありのままに表現するため

「トランジェント」「ワイドレンジ」「無共振化」を追求し続けてきました。

そして、カスタムフィットスピーカーの全シリーズにおいてハイレゾ音源再生に対応。

圧倒的な情報量を持つハイレゾ音源の

低音域から可聴帯域を超える高音域まで質感高く再生し、

楽曲に込められた微細なニュアンスを忠実に再現しながら、豊かな音場を実現。

車室内は圧倒的な臨場感に包まれ、経験したことのないような感動を呼び起こします。

精緻な音を、空間に解き放つ。

「TS-C1736SⅡ」の
適合車種は、こちら

●繊細さとスピード感を両立したアルミニウム合金製「2.5cmデュアルアークリングダイアフラム」を搭載。●高域の濁りを低減する
高品位「アルミ削り出しイコライザー」を採用。●「17cm2層構造カーボンファイバーコーン」により広帯域再生を実現。●広帯域
に渡り、優れた駆動力を実現する「高性能磁気回路」を搭載。●不要な共振を分散・低減する高剛性「アルミダイキャストフレーム」を
採用。●「専用セパレート型クロスオーバーネットワーク」により干渉ノイズを徹底排除。

●軽量と高剛性を両立したアルミニウム合金製「バランスドドームダイアフ
ラム」を搭載。●取付位置に適した角度調整が可能な「ロータリー機構」を採
用。●剛性をさらに高めた2層構造「アラミドファイバーコーン」を採用。●音
量の変化に強い新素材を採用した「コルゲーションエッジ」を搭載。●高剛性
「アルミダイキャストフレーム」により不要共振を排除。●高品位パーツを
厳選し伝達ロスや歪みを排除した「クロスオーバーネットワーク」を採用。
●ネットワークに高音質コンデンサーを搭載。

●軽量と高剛性を両立したアルミニウム合金製「バランスドドームダイアフラム」
を搭載。●剛性をさらに高めた2層構造「アラミドファイバーコーン」を採用。●音
量の変化に強い新素材を採用した「コルゲーションエッジ」を搭載。●高剛性「アル
ミダイキャストフレーム」により不要共振を排除。●ネットワークに高音質コンデン
サーを搭載。

●軽量と高剛性を両立したアルミニウム合金製「バランスドドームダイアフ
ラム」を搭載。●クルマに合わせた専用設計の6.5cmトゥイーターを採用。
●剛性をさらに高めた2層構造「アラミドファイバーコーン」を採用。●音量
の変化に強い新素材を採用した「コルゲーションエッジ」を搭載。●高剛性
「アルミダイキャストフレーム」により不要共振を排除。●音質と取付性を高
めた専用インライン「クロスオーバーネットワーク」を採用。●ネットワークに
高音質コンデンサーを搭載。

●広帯域に渡り、低歪みと超高域再生を実現する「2.9cmバランスドドームダイアフラム」
を搭載。●取付後も角度調整が可能な「可動式トゥイーター取付台座」を採用。●不要な
共振を徹底排除する「頂点駆動方式」と高音質を実現する「反発マグネット」を採用。
●軽量・高剛性に加え、高い伝搬速度と優れた応答性を併せ持つカーボン素材を含有した
「IMCC」採用。●力強い低域再生を実現する新設計「高効率スクエアボイスコイル」を
搭載。●音質と取付性を両立した専用インライン「クロスオーバーネットワーク」を採用。

●広帯域に渡り、低歪みと超高域再生を実現する「2.9cmバランスドドームダイア
フラム」を搭載。●振動板への伝播ロスを軽減し、不要共振を徹底排除する「頂点駆
動方式」を採用。●軽量・高剛性に加え、高い伝搬速度と優れた応答性を併せ持つ
カーボン素材を含有した「IMCC」採用。●力強い低域再生を実現する新設計
「高効率スクエアボイスコイル」を搭載。

●繊細かつ迫力ある音で車室内を満たすBMW専用設計スピーカー。豊かな音場
を再現し、純正スピーカーでは味わえない音を響かせます。●同梱のBMW専用の
サウンドチューニングキットで、さらなる音質改善が可能。●取付性を考慮した専用
インナーバッフルとインライン「クロスオーバーネットワーク」を同梱。

カスタムフィットスピーカー
について
詳しくは、こちら

「TS-H101-BM」の
適合車種は、こちら希望小売価格 33,000円

（税抜価格 30,000円/2個1組）

車種別におすすめのスピーカーが確認できます。
［車種別スピーカーセレクト］

内装と一体化するフォルムから
クリアなサウンドを放つ。

ハイレゾ再生対応。幅広い車種で
音楽との一体感が楽しめる。

2ウェイサテライトスピーカー

TS-STH1100
希望小売価格 38,500円
（税抜価格 35,000円/2個1組）

コアキシャルタイプ サテライトスピーカー

10cmコアキシャル2ウェイスピーカー

TS-E1010
希望小売価格 24,200円
（税抜価格 22,000円/2個1組）
NEW

ユニットスピーカー

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-B
希望小売価格 13,200円
（税抜価格 12,000円/2個1組）

サテライトスピーカー

サテライトスピーカー

TS-STX510
希望小売価格 13,200円
（税抜価格 12,000円/2個1組）

サテライトスピーカー
について
詳しくは、こちら

ユニットスピーカー
について
詳しくは、こちら

●ウーファー部には85mm×80mm(φ10cm相当）
の発泡抄紙振動板を採用。振動板を動かすリンク機構
には2層構造IMXファイバーを用い、水平方向の振幅
をロスなく垂直方向に変換。●超薄型ボディを活か
してピラー部などへの装着が可能。

●幅広い車種で高音質化が実現可能なフレキシブルな
取付性。●理想の音場を実現するため低歪みと指向性
に優れた「Open & Smooth」コンセプトを採用し、空間
描写力と臨場感を演出する「ハイレゾ」再生にも対応。

●小型フルレンジ設計でありながら、ワイドレンジに
わたる音飛びの良さに加え、パワフルで明るいサウンド
を実現。●振動板には高音質IMCCを採用するととも
に、力強い振動板の駆動を実現するフェライトマグネッ
トにより、スピード感のある豊かな音楽再生を実現。

■カスタムフィットスピーカーは、同口径純正スピーカーとの交換・取付けが原則となっております。また、スピーカーコードは同梱されておりません。（TS-C1730SⅡ/C1736SⅡ/C1630SⅡには車両側のスピーカー用配線を利用してメインユニットに接続
するための接続コードを同梱しています。）車種、グレード等によっては、取付けが不可能な場合や配線加工等が必要な場合もあります。 ■「TS-V173S」クロスオーバーネットワーク同梱 ■「TS-C1730SⅡ」クロスオーバーネットワーク同梱、ワンタッチ接続
アダプター同梱、トヨタ車用4Pジャンパーコネクター同梱、トゥイーター取付ブラケット同梱 ■「TS-C1736SⅡ」トゥイーター接続用変換コード同梱 ■「TS-C1730Ⅱ」ワンタッチ接続アダプター同梱 ■「TS-C1630SⅡ」クロスオーバーネットワーク同梱、ワン
タッチ接続アダプター同梱 ■「TS-C1630Ⅱ」ワンタッチ接続アダプター同梱 ■「TS-F1740SⅡ」専用クロスオーバーネットワーク同梱、ワンタッチ接続アダプター同梱、トヨタ車用4Pジャンパーコネクター同梱、トヨタ車/日産車/マツダ車/スズキ車/ホンダ

車用17cm対応ブラケット2種同梱、トゥイーター取付ブラケット2種同梱 ■「TS-F1740Ⅱ」ワンタッチ接続アダプター同梱、トヨタ車用4Pジャンパーコネクター同梱、トヨタ車/日産車/マツダ車/スズキ車/ホンダ車用17cm対応ブラケット2種同梱 
■「TS-F1640SⅡ」専用クロスオーバーネットワーク同梱、ワンタッチ接続アダプター同梱 ■「TS-F1640Ⅱ」ワンタッチ接続アダプター同梱 ■「TS-F1040SⅡ」専用クロスオーバーネットワーク同梱 ■各スピーカーの性能を十分に発揮させるために
は、確実な取付けが必要です。また、スピーカーの音質は、そのクルマの取付部分の形状や材質によって左右される場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。※各商品の車種別の取付適合情報は、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をご覧ください。

スピーカースピーカー
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トゥイーター取付キット

UD-K301 
希望小売価格 6,050円
（税抜価格 5,500円/2個1組）

16.5cm コアキシャル
3ウェイスピーカー

TS-A1670F
希望小売価格 13,200円
（税抜価格 12,000円/2個1組）

13cm コアキシャル
3ウェイスピーカー

TS-A1370F
希望小売価格 11,000円
（税抜価格 10,000円/2個1組）

日常からカーライフまで幅広いシーンで
話題のアイテムを世界中から厳選した特別なラインアップ。

高音質と柔軟な取付性を両立し、車室内をこだわりの音で包む。

16cm×24cm コアキシャル5ウェイスピーカー

TS-A6970F
希望小売価格 15,400円（税抜価格 14,000円/2個1組）

ユニットスピーカー 小口径でもパワフルな音楽再生を実現。

10cm デュアルコーンスピーカー

TS-G1010F
希望小売価格 6,050円
（税抜価格 5,500円/2個1組）

中高域の描写に優れ、繊細な音楽再生を実現。 手軽な設置でクリアな高域を再生。

圧倒的な空間描写と臨場感を実現する。

チューンアップトゥイーター

TS-T730Ⅱ
オープン価格＊（2個1組）

チューンアップトゥイーター

TS-T440Ⅱ
オープン価格＊（2個1組）

チューンアップトゥイーター

TS-T930
希望小売価格 30,800円 
（税抜価格 28,000円/2個1組）

手軽なトレードイン取付で高音質を実現。

チューンアップトゥイーター

TS-T736Ⅱ
オープン価格＊（2個1組）

●細部にわたる技術刷新をすることで豊富な情報量や空間描写と臨場感を演出する
「ハイレゾ」サウンド。●専用クロスオーバーネットワークを同梱し、純正スピーカー
などから簡単にシステムアップ接続できるチューンアップタイプ。●高音質スピー
カーにふさわしい高剛性かつ高級感あふれる本格派デザイン。

スピーカー本来の能力を最大限に引き出す、
高音質プロフェッショナルパッケージ。

※写真はUD-K621です。

ハイブリッド 
メタルダイキャスト

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（17cm、16cm対応）※1

UD-K621～UD-K629※2

クルマの中から貼るだけで音質向上できる
マルチファンクションマット。

サウンドチューニングキット/インカーチューニングマット

UD-S501
希望小売価格 3,300円 （税抜価格 3,000円）

for  PRSシリーズ / Vシリーズ / Cシリーズ 他

高剛性MDFのインナーバッフルで
音質向上を手軽に実現。

※写真はUD-K521です。

高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ（17cm、16cm対応）

UD-K521～UD-K5213
UD-K5311

ウレタンクッション

高剛性MDF板

for  Vシリーズ / Cシリーズ 他

※ドア2枚分1セット

対応メーカー（車種）型  番 希望小売価格（税込）

※1 UD-K625/K629は真鍮を使用せず、アルミニウムと鉄の組合わせとなっています。※2 「UD-K629」は、16cmのみ対応となります。

誰でも手軽に取付けられて、車室内音響を改善する
車種専用サウンドチューニングキット。
サウンドチューニングキット/車種専用パッケージ

トヨタ

日産

適合車種
アクア
ヴォクシー
ノア
エスクァイア
ハイエース
ハリアー
ランドクルーザー プラド
ルーミー
ライズ
エクストレイル
セレナ
シフォン/シフォンカスタム
ステラ/ステラカスタム
CX-3
CX-8
フレア
N-BOX
フリード
フィット
タント/タントカスタム

UD-S701

［H23/12～R3/7］
［H26/1～R4/1］
［H26/1～R4/1］
［H26/10～R4/1］
［H16/8～現在］
［H25/12～R2/6］
［H21/9～現在］
［H28/11～現在］
［R1/11～現在］
［H25/12～R4/7］
［H28/8～現在］
［H28/12～R1/7］
［H26/12～現在］
［H27/2～現在］
［H29/12～現在］
［H29/3～現在］
［H29/9～現在］
［H28/9～現在］
［R2/2～現在］
［H25/10～R1/7］

型  番

スバル

マツダ

ホンダ

ダイハツ

適合車種

UD-S702

UD-S701

UD-S703

型  番
ムーヴ/ムーヴカスタム
トール
ロッキー
スイフト
ランディ
ワゴンR
ジムニー
ハスラー
スペーシア（カスタム含）
ノート
キックス
WRX
XV
フォレスター
レヴォーグ
CX-5
アクセラ
ヴェゼル
ステップワゴン
N-ONE

［H26/12～現在］
［H28/11～現在］
［R1/11～現在］
［H29/1～現在］
［H28/12～R4/8］
［H29/2～現在］
［H30/7～現在］
［R2/1～現在］
［H29/12～現在］
［H24/9～R2/12］
［R2/6～現在］
［H26/8～R3/11］
［H24/10～H29/5］
［H24/11～H30/7］
［H26/6～R2/10］
［H24/2～H27/1］
［H25/11～R1/5］
［H25/12～R3/4］
［H27/4～R4/5］
［R2/11～現在］

日産

スズキ

ダイハツ

スバル

マツダ

ホンダ

高密度制振材

プロファイル加工
吸音ウレタン

特殊制振ウレタン

高密度制振材

吸音層

制振層

＊インナーバッフルの取付適合車種に関しては、弊社ホームページ
（carrozzeria.jp）をご覧ください。 

※上記は適合車種の一部です。詳しくは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

高音質を簡単・確実に。自分の手で変えられる。

●ハイレゾ音源再生に対応した4cmバランスドドームダイ
アフラムを採用。●純正スピーカーとのつながりを考慮した専用チューニングで、理
想の車室内特性を実現。●手軽に純正ダッシュボード取付位置にトレードイン取付
けが可能。

●低歪みかつ指向特性に優れ、ハイレゾ再生にも対応。繊細な音楽描写を実現する
アルミニウム合金製2.9cmバランスドドームダイアフラムを採用。●純正スピーカーへ
のアドオンを考慮し、最適なクロスオーバー周波数を設定したクロスオーバーネット
ワーク同梱。●装着後も微妙な指向性の調整が可能なロータリー機構を採用。

●ハイレゾ再生にも対応した2.9cmバランスドドームダイアフラムを採用し、クリアな
高域再生を実現。純正スピーカーにも手軽にアドオンでき、高域補正とともにステー
ジングの高い音場感を獲得。●ダッシュボード上などにも設置した後でも角度を上下
できる、可動式台座を採用。

■各スピーカーの性能を十分に発揮させるためには、確実な取付けが必要です。また、スピーカーの音質は、そのクルマの取付部分の形状や材質によって左右される場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。※各商品の車種別の取付適
合情報は、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。

●磁気回路を最適化し、振動板の振幅が正確にスト
ロークすることで、力強い低域再生が可能。独自のノウ
ハウによって培われたP.F.S.Sダンパー（特許取得済）
を採用し、広いダイナミックレンジを実現。●柔軟な
取付性と優れたコストパフォーマンスで、手軽に
車室内を音響空間へアップグレード可能。

●「Open & Smooth」コンセプトを採用し明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現。●ウーファー部に
は、軽量化と高剛性を両立した新開発「カーボン＆マイカ強化型IMPP™コーン」を搭載。●トゥイーター部には、軽
量セルロースファイバーコーンを採用し、自然でクリアな高域再生を実現。●柔軟な取付けを実現する薄型設計
で、様々な車種へ取付可能。防水仕様により、ドア用スピーカーとしての設置にも安心。

「TS-T736Ⅱ」の
適合車種は、こちら

ユニットスピーカー
について
詳しくは、こちら

Let’s D.I.Y. コンテンツ
について
詳しくは、こちら

サウンドチューニングキット/
車種専用パッケージの
マニュアルダウンロードは、こちら

サウンドチューニングキット/
車種専用パッケージの
取付映像は、こちら

サウンドチューニングキット/
インカーチューニングマットの
取付映像は、こちら

超高域まで極めて高い解像度を追求
チューンアップトゥイーター
について
詳しくは、こちら

トゥイーター取付キット
について
詳しくは、こちら

トゥイーター取付キット

UD-K304
希望小売価格 8,800円
（税抜価格 8,000円/2個1組）
NEW 

トゥイーター取付キット

UD-K302
希望小売価格 8,800円
（税抜価格 8,000円/2個1組）NEW

トゥイーター取付キット

UD-K303
希望小売価格 8,800円
（税抜価格 8,000円/2個1組）NEW

高品位なデザインと最適な音場を両立する専用設計の取付キット。

●専用設計された堅牢さと正確さを表現した車室内に溶け込む高品位なデザイン。
●純正同様の安全性、機能性を保持したドアミラー裏パネル部への取付けが可能。　
適合車種：スズキ ジムニー/ジムニーシエラ［H30/7～現在］
適合トゥイーター：TS-C1630SⅡ/F1640SⅡ/F1040SⅡ/T730Ⅱ/T440Ⅱ

適合車種：ハイエース バン［H16/8～現在］、ハイエース ワゴン［H16/8～現在］、レジアスエース バン［H16/8～R2/4］
適合トゥイーター：TS-C1730SⅡ/C1630SⅡ/F1740SⅡ/F1640SⅡ/T730Ⅱ/T440Ⅱ

カースピーカー取付キット

UD-K124
希望小売価格 4,400円
（税抜価格 4,000円/2個1組）

中音域のロスを改善する
遮音クッション同梱

●カスタムフィットスピーカー（16cm）用。●16cmスピーカーへの大型化が実
現できるジムニー用スピーカー取付キット（遮音クッション同梱）。
適合車種：スズキ ジムニー/ジムニーシエラ［H30/7～現在］
適合スピーカー：TS-C1630SⅡ/TS-C1630Ⅱ/F1640SⅡ/F1640Ⅱ

●専用設計ならではの最適な音場とスムーズな高域再生を実現。●手軽にドアミラー裏パネル
部へのスマートなトゥイーター取付を実現。　

音質向上アイテム
について
詳しくは、こちら

理想的なバッフル特性を誇る「ハイブリッド メタルダイキャ
スト インナーバッフル」と、高品位「ウェーブ形状遮音クッ
ション」をパッケージ。これひとつで飛躍的な音質の向上が
可能となります。また、本格的なデッドニングを行う上での
ベースパーツとしても活用できます。

ドア鉄板部の強度不足を補い、不要な共振を排除する高剛
性MDF素材のインナーバッフルと、スピーカー背面から回り
込む逆相音の干渉を減少させる遮音クッションをパッケー
ジ。中低域のレスポンスを高め、スピード感あふれるサウンド
を手軽に実現します。

※ドア2枚分1セット

対応メーカー型  番 希望小売価格（税込）

トヨタ車、ダイハツ車、AUDI車、VOLVO車

日産車、スズキ車、マツダ車

ホンダ車、三菱車、日産車

スバル車

スズキ車、VW車、日産車、マツダ車

トヨタ車

ダイハツ車、トヨタ車

UD-K621 NEW

UD-K622 NEW

UD-K624 NEW

UD-K625 NEW

UD-K626 NEW

UD-K628 NEW

UD-K629 NEW

13,200円

13,200円

13,200円

13,200円

13,200円

18,700円

12,100円

希望小売価格 7,150円(税込)   トヨタ/日産/三菱/マツダ/ホンダ/スバル/ダイハツ/スズキ車用

希望小売価格 7,150円(税込)   日産/マツダ/スバル車用

希望小売価格 7,150円(税込)   ホンダ車用

UD-S701
UD-S702
UD-S703

●最適な音場とスムーズな高域再生を実現。●手軽に純正スピーカーダッシュボード取
付位置への取付けが可能。●緊急通報システムe-Call用のスピーカー機能を損なわな
い専用設計。

●最適な音場とスムーズな高域再生を実現。●手軽に純正スピーカーダッシュボード取
付位置への取付けが可能。●緊急通報システムe-Call用のスピーカー機能を損なわな
い専用設計。

適合車種：トヨタ RAV4［H31/4～現在］   適合トゥイーター：TS-T930/T730Ⅱ 適合車種：トヨタ ハリアー［Ｒ2/6～現在  JBLプレミアムサウンドシステム付車を除く］ 
適合トゥイーター：TS-T930/T730Ⅱ

リアトレイから車室内を彩り、広がりと躍動感あふれるサウンドを楽しめるボックススピーカー。

密閉式3ウェイスピーカーシステム

TS-X180
希望小売価格 11,330円（税抜価格 10,300円/2個1組）

ボックススピーカー

ボックススピーカー
について
詳しくは、こちら

●立ち上がりに優れたタイトかつ豊かな低域で、躍動感あふれる音
を響かせる「3ウェイスピーカー」。●置き場所を選ばないコンパクト
サイズ。車内のインテリアにシンプルに溶け込むデザイン。

NEW

NEW

サウンドエンジニア

ジムニー専用
ジムニー専用

ハイエース専用

ハイエース専用

RAV4専用 ハリアー専用

コアキシャルタイプ

コアキシャルタイプ

ユニットスピーカー

［ハイエース専用設計］

トヨタ車、スバル車、ダイハツ車、AUDI車、VOLVO車

日産車、三菱車、スズキ車、マツダ車

ホンダ車、三菱車、日産車

スバル車

スズキ車、VW車、日産車、三菱車、マツダ車

トヨタ車

ホンダ車

マツダ車

トヨタ車

トヨタ車（ハイエース専用）

UD-K521

UD-K522

UD-K524

UD-K525

UD-K526

UD-K528

UD-K5210

UD-K5212

UD-K5213

UD-K5311 NEW

3,850円

3,850円

4,400円

4,400円

3,850円

6,050円

4,400円

7,150円

8,800円

7,700円

トゥイーター取付キット

ボックススピーカー

スピーカーチューンアップトゥイーター
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より豊かな音の世界を創る。

　　こだわりに満ちたシステムアップアイテム。

30cmサブウーファー

TS-WX3030
希望小売価格 46,200円
（税抜価格 42,000円）

25cmサブウーファー

TS-WX2530
希望小売価格 40,700円
（税抜価格 37,000円）

20cmサブウーファー

TS-WX2030
希望小売価格 35,200円
（税抜価格 32,000円）

30cm×2パワードサブウーファー

TS-WX1220AH
希望小売価格 66,000円
（税抜価格 60,000円）

30cmパワードサブウーファー

TS-WX1210A
希望小売価格 38,500円
（税抜価格 35,000円）TS-WX1210A

25cmパワードサブウーファー

TS-WX1010A
希望小売価格 33,000円
（税抜価格 30,000円）

モンスター降臨。2口径×バスレフ式サブウーファー。 衝撃の114dB密閉式
サブウーファー。

大迫力の25cm密閉式
サブウーファー。

日常からカーライフまで幅広いシーンで
話題のアイテムを世界中から厳選した特別なラインアップ。

30cmパワードサブウーファー

TS-WX300TA
希望小売価格 33,000円（税抜価格 30,000円）

30cmパワードサブウーファー

TS-WX300A
希望小売価格 33,000円（税抜価格 30,000円）

タマシイ震わすバスレフ式サブウーファー。ココロ打ち抜く円筒形バスレフ式サブウーファー。

独自技術でパワフルかつキレのある重低音を実現。

パワードサブウーファー

HVTパワードサブウーファー

サブウーファー

30cmサブウーファー

TS-W312S4
希望小売価格 33,000円
（税抜価格 30,000円） 

驚愕の重低音再生により世界で評価される
チャンピオンシリーズのユニットサブウーファー。

ユニットサブウーファー

よりクリアでパワフルな音を実現する。

小型でハイパワーのデジタルパワーアンプ。

GM-D8400

100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ

GM-D1400Ⅱ
希望小売価格 17,600円 
（税抜価格 16,000円）

手軽に音質を向上させる、超小型パワーアンプ。

200W×4・ブリッジャブルパワーアンプ

GM-D8400
希望小売価格 29,700円
（税抜価格 27,000円）

600W×1・モノラルパワーアンプ

GM-D8100
希望小売価格 23,100円
（税抜価格 21,000円）

＊カーナビやメインユニットからの電流で足りない場合にはバッテリーと接続して電源を直接供給できる電源配線キット「RD-221（Max.30A）」をご使用ください。商品の詳細については弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

＊ケーブル類は別売です。接続にはブロックターミナル対応のパワーアンプ用電源配線キット「RD-228（Max.80A）」が必要です。
商品の詳細については弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

●圧倒的な空間描写と臨場感を実現するハイレゾ音源再生対応。（GM-D8400） ●CLASS D増
幅回路を搭載し、出力段には高性能でハイスピードなMOS FETファイナルステージを採用。
●急激な大音量時の過電流や長時間再生による発熱から回路を保護する「PCS（Protection 
Control System）」を搭載。●1系統の入力時においても4ch出力が可能。独立したゲインコン
トロールにより、フロント/リア間の音量バランス調整ができます。●純正オーディオなど、プリア
ウトを持たないシステムにも対応するスピーカーライン入力を装備。

●熟練の技術者が何度も試聴を繰り返し出音が「飛び出す」「際立つ」「躍動する」サウンドチューニングを
実施。●新開発の高性能なCLASS D増幅回路を搭載。最適なパターン設計を追求し、より高効率な出力を
実現。●専用に開発したL/R独立回路設計を採用。●小型アンプで大出力を実現するため、大容量の電源
コンデンサーを採用。●電流変化による音の歪みを抑制するトロイダルコイルを採用。●わずかな振動も
排除するTVCコンセプトを採用。●過電流制御回路を搭載。●大音量時の発熱によるシャットダウンをコン
トロールし、抑制するPCS（Protection Control System）搭載。●ローパス＆ハイパスフィルターを装備。

パワードサブウーファー

BASS SOUND CREATOR

■パワードサブウーファーをご使用になるときには、音量を上げ過ぎないように注意してください。音が歪んだ状態で長時間続けて使用すると、スピーカーが熱的あるいは機械的に破損する原因となることがあります。また、機種によっては音量を上げ過ぎた
場合、保護回路が動作して音が止まることがあります。その場合は速やかに音量を下げ、止まらない範囲でご使用ください。■サブウーファー使用時のご注意/サブウーファーの破損を避けるため、次のことをお守りください。1.大出力でスピーカーを駆動
させる場合、組合わせるアンプの最大出力に対し、定格入力が同等かまたは上回るサブウーファーをお選びください。2.最大に近い音量で、CD等の出し入れをしないでください。3.音量を上げ過ぎて音が歪んだ場合、速やかに音量を下げ、音が歪まない

範囲でご使用ください。4.低音増強機能（バスブースト等）は、音が歪まない範囲でご使用ください。■各スピーカーの性能を十分に発揮させるためには、確実な取付けが必要です。また、スピーカーの音質は、そのクルマの取付部分の形状や材質によって
左右される場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

サブウーファー サブウーファー
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パワーアンプ

●高剛性化を図ったIMPPコーンによって、歪みのない正確な低音再生を実現。●新開発のラバーエッジが高剛性と追従性を両立し、信号に対して忠実再生を実現。●硬さや形状、
素材などを最適化した2種のダンパーを組合わせることで、リニアリティの向上と高い耐入力性能を両立。●対称性に優れた4層構造のロングボイスコイルを採用。●大型マグ
ネットの搭載で力強い重低音を実現。●脱着可能な「ダウンファイヤリング取付用アタッチャブルフィート」を同梱し、スピーカーを下向きに設置する「ダウンファイヤリング方式」に
対応。●「ダウンファイヤリング方式」以外の向きでも設置できて、様々な場所に配置可能。●振動板を保護するメッシュタイプのスタイリッシュなスピーカーグリルを搭載。

●アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超え
た大迫力の重低音を実現。●高効率な「CLASS Dアンプ」を採用し、力強い重低音再生を実現。
●エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、切れの良い低音再生を
実現する密閉型を採用。●低音ブースト回路を搭載し、音圧レベル/周波数特性を調整可能。

●30cmのウーファーユニットを2基搭載したダブルドライバーの低域再生
能力を活かしきるため、ボックス機構とバスレフポートを最適化。●高効率
な「CLASS Dアンプ」を採用し、力強い重低音再生を実現。●低音を増強
して再生し、より豊かで伸びのある低音を実現するバスレフ型を採用。

●アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラス
を超えた大迫力の重低音を実現。●高効率な「CLASS Dアンプ」を採用し、力強い重低音再
生を実現。●低音を増強して再生し、より豊かで伸びのある低音を実現するバスレフ型を採
用。●低音ブースト回路を搭載し、音圧レベルを調整可能。

●アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的
な音量とクラスを超えた大迫力の重低音を実現。●高効率な「CLASS Dアン
プ」を採用し、力強い重低音再生を実現。●低音を増強して再生し、より豊か
で伸びのある低音を実現するバスレフ型を採用。

わずか4.5cmの超薄型HVTサブウーファー。
低振動でつながりのよい低音を実現。

●全高4.5cmの超薄型ボディ。シート下へスムーズに設置できるので、多くの車種に
取付可能。●独自開発の両面駆動方式HVTユニットを採用。20cm相当のウー
ファーユニットを搭載し、超低域の20Hz～200Hzをカバーするフラットな広帯域の
再生が可能。●不要振動を相殺するとともに、ボディの側面方向に低音を放射する
構造で、シート下からの音圧を直接感じない無指向性の音場を獲得。

21cm×8cm×2パワードサブウーファー

TS-WH1000A
希望小売価格 55,000円（税抜価格 50,000円）
（ワイヤードリモコン付属）

「HVT方式」採用の薄型サブウーファー。
豊かな低音を手軽に追加できる。

●全高6cmの薄型ボディ。様々な車種のシート下に簡単に取付可能。●独自開発し
た両面駆動方式HVTユニットを採用。21cm相当のウーファーユニットを搭載し、
20Hz～200Hzの広帯域再生が可能。●本体上下から側面方向などに低音を放射
する構造で、シート下からの音圧を直接感じない無指向性の音場を獲得。

18cm×10cm×2パワードサブウーファー

TS-WH500A
希望小売価格 27,500円（税抜価格 25,000円）
（ワイヤードリモコン付属）

車室内に重低音を手軽にプラス。2つのモードも楽しめる。

●低域部の周波数特性をチューニングするDSPイコライザー「DIGITAL EQ」搭載。
●様々なクルマ形状を統計・チューニングした「DEEP」モードと、体に感じやすい周
波数を強調した「DYNAMIC」モードをリモコンで切換可能。●20cm×13cm（φ
20cm相当）平面アルミニウム振動板の採用など形状の最適化を行い、量感豊か
な低音再生を実現。●高さ7cmの薄型設計を実現し、様々な車種のシート下に設
置可能。

20cm×13cmパワードサブウーファー

TS-WX130DA 
オープン価格＊ （ワイヤードリモコン付属）

「DIGITAL EQ」とは低域部の周波数特性を｢DEEP｣と｢DYNAMIC｣の
2つのモードを簡単に切換えられるDSPイコライザー。｢DEEP｣モードは
ジャズやクラシックなどの深みのある低音再生に向いていて、｢DYNAMIC｣
モードはEDMやロックなどの突き上げるような低音再生に最適です。

DSP搭載で、2つのモードが味わえる。 ●低域部の周波数特性をチューニングするDSPイコライザー「DIGITAL EQ」搭載。●様々なクルマ形状
を統計・チューニングした「DEEP」モードと、体に感じやすい周波数を強調した「DYNAMIC」モードを
リモコンで切換可能。●伸びのある低音再生を実現する「200W CLASS Dアンプ」や「バックロー
デッドホーン方式」を採用。

16cm×2パワードサブウーファー

TS-WX70DA 
希望小売価格 42,900円
（税抜価格 39,000円）
（ワイヤードリモコン付属）

スペース性に優れながら、サイズを超えた重低音を轟かす。

●24cm×14cm平面アルミニウム振動板や放射効率が向上する「ダウンファイヤ
リング方式」を採用したことで、クラスを超えた重低音再生を実現。●高効率な
「250W CLASS Dアンプ」を内蔵し、効率の良い高音質化を実現。●低域部の周波数
特性をチューニングするDSPイコライザー「DIGITAL EQ」搭載。

24cm×14cmパワードサブウーファー

TS-WX400DA 
希望小売価格 33,000円（税抜価格 30,000円）
（ワイヤードリモコン付属）

「DEEP」モードの
機能紹介は、こちら

「DYNAMIC」モードの
機能紹介は、こちら

助手席足元設置によるコーナー音響効果で低音を補強。
17cm×8cm パワードサブウーファー

TS-WX010A
オープン価格＊

●従来のサブウーファーと異なり、ビート感のある歯切れの良い低音をプラスすることで楽曲全体
にグルーヴ（＝高揚感）を作り出す「BASS SOUND CREATOR」。●助手席足元への設置による
コーナー音響効果で、サイズを超えた量感のある低音を実現。フロントスピーカーの再生帯域とも
スムーズにつながり、自然な前方定位を獲得。●「ダウンファイヤリング方式」を採用するなど、厚み
のある低音を奏でる高音質設計。●濡れた靴や傘が触れても大丈夫な防滴設計。●丸みを帯びた
アイコニックな多面体形状にマット仕上げを施したデザイン。

サブウーファー
詳しくは、こちら

パイオニアグローバルシリーズ
詳しくは、こちら

パワーアンプ
詳しくは、こちら

●世界累計出荷台数500万台を突破するチャンピオンシリーズのサブウーファー。
●大入力でも歪みの無いパワフルで深みのある重低音再生に加え、体を震わせるほどの音圧を実現。
●洗練されたフェイスと力強さを表現したボトムデザインの融合により、本質感を感じさせるデザイン。
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メモリーを本体に接続した時に運転、本体操作の妨げになるような場合には、オプションのUSB延長ケーブル「CD-U51E」（P.67参照）をご使用ください。＊メインユニットはエンコードソフトによっては、動作しない場合があります。＊上記パワーアンプ、
スピーカーをご購入のお客様へ：本商品は、取付・サウンドセッティングに高度な技術が必要になる場合があります。

上位機種の徹底した高音質設計を受け継ぐデジタルパワーアンプ。極めて忠実な信号増幅を実現したアナログパワーアンプ。
100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ

PRS-A900
希望小売価格 132,000円（税抜価格 120,000円）

250W×2・ブリッジャブルパワーアンプ

PRS-D800
希望小売価格 38,500円（税抜価格 35,000円）

中高域再生のフラット化を極めた、
ミッドレンジ専用モデル。

超低域再生能力と瞬時な反応を
追求したサブウーファー。

6.6cmミッドレンジ

TS-S1000RS
希望小売価格 132,000円
（税抜価格 120,000円/2個1組）

25cmサブウーファー

TS-W1000RS
希望小売価格 132,000円
（税抜価格 120,000円）

制振性を突き詰めたアナログパワーアンプ。
ブリッジャブル4チャンネルパワーアンプ

RS-A99x
希望小売価格 220,000円
（税抜価格 200,000円）

ブリッジャブル2チャンネルパワーアンプ

RS-A09x
希望小売価格 330,000円
（税抜価格 300,000円）

徹底した高音質化を進めたハイエンドパワーアンプの集大成。

パワーアンプ

リアルな音場空間とライブで実体感のある音、
次のステージのサウンドを実現。

17cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-Z172PRS
希望小売価格 88,000円（税抜価格 80,000円/4個1組）

13cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-Z132PRS
希望小売価格 77,000円（税抜価格 70,000円/4個1組）

17cmセパレート3ウェイスピーカー

TS-Z900PRS
希望小売価格 140,800円（税抜価格 128,000円/4個1組）

7.3cm2ウェイハイレンジ

TS-HX900PRS
希望小売価格 85,800円（税抜価格 78,000円/2個1組）

絶対的な高音質、2ウェイスピーカーのリファレンスモデル。

17cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-Z1000RS
希望小売価格 308,000円
（税抜価格 280,000円/4個1組）

RSスピーカー

PRSスピーカー

6.6cmミッドレンジ

TS-S062PRS
希望小売価格 49,500円（税抜価格 45,000円/2個1組）

25cmサブウーファー

TS-W252PRS
希望小売価格 60,500円（税抜価格 55,000円）

＊ケーブル類は別売りです。「RS-A09x」「RS-A99x」「PRS-A900」はパワーアンプ用電源配線キット「RD-228（Max.80A）」を、「PRS-D800」はパワーアンプ用電源配線キット「RD-226（Max.60A）」をご使用ください。商品の仕様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。

＊メインユニットは著作権保護されたファイルは再生できません。再生ファイル形式等の詳細については、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。＊メインユニットとの組合わせで使用時に携帯デジタルプレーヤーやUSBメモリーのデータ等が
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。＊メインユニットとの組合わせで使用時に携帯デジタルプレーヤーやUSBメモリー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。＊メインユニットとの組合わせで使用時にiPhone、iPodの接続には、iPhone、iPod付属のケーブルまたは、車内に常設する際は別売のiPhone/iPod用USB変換ケーブル等が必要です。詳細は、P.59の「iPhone、iPod接続情報」をご覧くだ
さい。＊メインユニットとの組合わせで使用時にiPhone、iPod本体や付属のケーブル、Apple社製アダプタ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。＊メインユニットとの組合わせで使用時にUSB ※メインユニットの注意事項と詳細な機能・仕様に関しては、P.57～58および裏表紙の「安全に関するご注意」をご覧ください。

圧倒的な臨場感と実在感を点音源再生で実現。

低域の解像度が飛躍する。スピード感ある中低域を再現する。

音楽の姿を、空間に描き出す。
「超臨場」

空間が静粛であるほど、生まれた音はまばゆい輝きを放ち、

やがてその輝きの集合体が、圧倒的な臨場感を創り出す。

高SN比と低歪みが実現する、かつてない静粛性。

音楽信号は広帯域再生と高ダイナミックレンジによって

精緻な空気感までも纏った、自然で生きた音となり

ありのままの姿で空間に解き放たれる。

眼前に広がる情景は、実在感に満ちた音が織り成す世界。

その世界に触れた時すべての者は、比類無き感動に包まれる。

ハイエンド・オーディオ
詳しくは、こちら

1D

CD-R/RWCD USB iPhone/iPod AUX FM/AM

CD/USB/チューナー・WMA/MP3/
AAC/WAV対応・DSPメインユニット

DEH-P01
希望小売価格 110,000円（税抜価格 100,000円）

カロッツェリアxから継承した絶対的高音質で描ききる。
メインユニット

●CDメカモジュールを制振材によってシャーシ全体で押さえ込
むダンパー機構を搭載。●極めて正確なクロック波形を形成す
る「サウンドマスタークロック回路」を採用。●浮動小数点32bit
を誇る高精度演算処理DSPを採用。●120dBの高SN比と高
ジッター耐力を誇る、AKM高性能24bitアドバンスト・マルチビット
方式D/Aコンバーターを搭載。●アンプ部には、「Power MOS 
FET 50W×6ch L/R独立搭載パワーアンプ」を採用。

●左右チャンネルの“完全”独立シンメトリックレイアウト＆電源回路を装備。●高スルーレート、ワイドレ
ンジ、低歪みなどの特長を持つ電流帰還型増幅回路を採用。●フルカスタム大容量・音響用電源コン
デンサーの採用により、最適な特性と安定した電源供給を実現。●TVCコンセプトに基づく、H型形状
採用の銅メッキシャーシ。●信号をありのままに送り出す端子部を装備。

●カロッツェリアxにも採用される「リニアテクノロジー社製高性能ハイスルーレートオペアンプ」を採用。
●低直流抵抗でロスが少ないOFC線のコイルを採用。●わずかな振動も排除するTVCコンセプトを採用。
●デジタル統合ICを採用した高性能Class D増幅回路を搭載。●Ach/Bchのモノラルアンプとして、L/R完
全独立のシステム構築が可能。●複数台設置まで考慮された小型デザイン。

●スーパーハイボルテージ伝導を受け止める、強力な増幅力。●信号を入力するRCA端子や
各種スイッチまでもL/R独立でレイアウト。●ノイズの影響を大幅に排除した高音質を実現す
るため、パターン銅箔の厚さを外層60μm/内層70μm（通常35μm）とした4層基板を採用。
●高スルーレートと高解像度・高分解能の音楽性を実現。●微小な振動が音に与える影響ま
でも徹底排除。●シンメトリーレイアウトによる安定感と正常進化した高級感を追求。

●4チャンネル設計の「RS-A99x」で採り入れた高音質設計をベースにさらに磨きをかけ、2チャンネ
ル化を実現。●スーパーハイボルテージモードに対応し、異次元の高音質デジタル/アナログシステ
ムを構築。●信号の相互干渉を排除し、優れたチャンネルセパレーションを実現したL/R完全独立
「シンメトリックレイアウト＆電源回路」。●外層60μm/内層70μm銅箔厚4層基板の採用により高音質
化と小型化を両立。●高スルーレートと高解像度・高分解能の音楽性を実現。

※「TAD =Technical Audio Devices」、「CST= Coherent Source Transducer」の略語。

●従来ウーファーが受け持っていた中域部分をトゥイーターに受け持たせるという、独自の発想
で車室内における理想の音響特性を実現する「Open&Smooth」コンセプトが劇的に進化。
●パイオニアの高級オーディオブランド「TAD」のコアテクノロジーである「CSTドライバー」を採用。
トゥイーター部とミッドレンジ部を同一平面上に配置することで、位相乱れのない点音源再生を
実現。●リスニングポイントが軸上から外れても軸上特性と遜色のない広指向特性を獲得。
●ウーファー部は中低域から描く音の輪郭や広いスケール感を表現し原音に極めて忠実な再生
を実現（TS-Z900PRS）。●トゥイーター部を車両取付に適したサイズへと小型化し、セパレート
2ウェイスピーカーと同等の取付方法でフロント3ウェイシステムの構築が可能。●クロスポイントを
感じさせないスムーズなつながりを持つ、新設計のクロスオーバーネットワーク（TS-Z900PRS/
HX900PRS）。●専用の取付用スペーサーと台座を同梱し、多様な車種への取付けに対応。

●音楽性豊かな中高域を再現する、一体型二
層構造クロスカーボン振動板搭載。●さらなる
無共振化を追求した亜鉛ダイキャストフレーム採
用。●リニアリティに優れた駆動力を実現する
高性能磁気回路。●デザイン性にもこだ
わった、亜鉛ダイキャスト製グリルフレームを
装備。●伝達ロスを低減する金メッキ真鍮製
削り出しブロック端子。

●超低域再生と瞬時な反応を実現する、一
体型三層構造クロスカーボン振動板搭載。
●さらなる無共振化を追求した亜鉛ダイキャ
ストフレーム採用。●振動板のリニアな駆動を
実現する高性能磁気回路。●デザイン性に
もこだわった、レザートーン塗装採用の亜鉛
ダイキャスト製パーツ。●伝達ロスを低減する
金メッキ真鍮製削り出しブロック端子。

●車室内の取付環境を意識した開発設計を行い「Open ＆ Smooth」コンセプト
を採用。●ウーファー部振動板に3層IMX構造の「IMXファイバーコーン」を装備。
●中域の忠実な再生を実現する大口径2.8cm「ソフトドームトゥイーター」。●高密
度な中低域再生を実現する「高級クロスオーバーネットワーク」。●不要共振を抑
制するアルミダイキャスト製の「フルバスケットフレーム」。●磁気回路に内磁型ネオ
ジウムマグネットを採用し性能の向上とともに取付性を改善。

［トゥイーター部］●低域側の再生限界を拡大する、3.0cmデュアルアークリングダイアフ
ラム搭載。●不要共振を排除する亜鉛ダイキャストフレーム採用。●トランジェントを徹
底的に極めた、高性能磁気回路。●真鍮削り出しイコライザーを採用。●伝達ロスを
低減する金メッキ真鍮製削り出しブロック端子装備。［ウーファー部］●原音にきわめて
忠実な再生を実現する一体型二層構造クロスカーボン振動板を採用。●さらなる無
共振化を追求した亜鉛ダイキャストフレームを装備。●広帯域に渡り、優れた駆動力を
実現する高性能磁気回路。●デザイン性にもこだわった、亜鉛ダイキャスト製グリルフ
レームを装備。●伝達ロスを低減する金メッキ真鍮製削り出しブロック端子。［ネットワー
ク部］バイアンプ接続に対応する、高品位パッシブクロスオーバーネットワーク。

●スピード感と中低域の質感に優れた2層構造
振動板を搭載。●高域の不要共振を抑制する
「真鍮削り出しセンタープラグ」。●磁気回路に
ネオジウムマグネットを採用。●不要共振を抑制
する「アルミダイキャストフレーム」。●スラント部付
きバックチャンバーとスペーサーを同梱。

●低域の解像度を向上させる25cm3層構造
振動板を搭載。●磁気回路にはプレート厚
35mmのロングストローク「ハイ・トランジェント・
ショート・ヴォイス」を採用。●高音質とハイパ
ワーを両立する「P.F.S.S.(Progressive Flex 
Suspension System)」。●エッジ部には高強
度・低機械抵抗のパナマ織り素材を採用。
●音質劣化を防ぐ金メッキブロック端子を装備。
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地図表示
　　ノーマルビュー
　　詳細市街地図 （シティマップ） 
　　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
ARスカウタービュー
ターゲットマップ
一方通行表示
信号表示
最高速度表示
一時停止表示
冠水地点表示 
ヒヤリハット地点案内
ゾーン30表示 
ボトルネック踏切表示
スマートロゴマーク
ロゴマーク拡大表示
回避エリア設定 
地点登録
アドバンスドIQ高精度
自車位置精度専用チップ
自車位置専用システム
センサーユニット(自車位置測位方法) 
GPS対応
みちびき、グロナス、SBAS対応
10Hz測位 
名称検索
フリーワード音声検索 
フリーワード検索
お出かけ検索（オンライン）
マルチワード検索
よく行くランキング 
住所検索（件数）
電話番号検索 （総件数）
　　訪問宅データ件数
　　タウンページデータ件数 
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 
テレビdeみ～た 
NaviCon対応 
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
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/ETC専用出入口考慮ルート探索
時間規制考慮ルート探索
リアル交差点イラスト表示 
立体交差側道イラスト表示 
都市高速入口イラスト表示 
高速道路分岐イラスト表示 
高速出口後 方面イラスト表示 
SA/PAイラスト表示 
ETCレーン表示 
レーン情報表示 
方面看板情報表示 
信号機ジャスト案内
信号機カウント交差点案内
逆走警告
逆走注意案内
周辺教育施設案内
右折時つられ発進検知通知
細街路案内※2 
オートパーキングメモリー 
マイセットアップ 
車両メンテナンス機能
ウェザーライブ (天気情報取得)
連動タイプETC2.0/ETCユニット対応 
ITSスポット対応 

5種類
●

● 全国1,401都市
●
●
●
●

■ (要MAユニット)
［文字拡大表示］のみ

●
●
－
●

● 全国4,350件
●

● 3,742件
－
●
－
－
401件
●
●
●

6軸3Dハイブリッドセンサー
●
●
●
●

■ （要通信 ※10） 
■ （要通信 ※10） 

－
－
●

● 全国約4,153万件 
● 全国約2,260万件 
● 全国約1,655万件 
 ● 全国約605万件 

●
●
●

■ （要通信 ※10） 
■ （要通信 ※10） 
■ （要通信 ※10） 

●
■ （要通信 ※10） 

●
●
●

■ （要通信 ※10） 
■ （要通信 ※10） 

●
■ （要通信 ※10） 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
－
●
●
－

■ （要MAユニット）
●
●
●
－

■ （要通信 ※10）
■ （要別売オプション ※4） 
■ （要別売オプション ※5）

4種類
●

● 全国1,401都市
●
－

● (AVサイドモード)
●
－

［文字拡大表示］のみ
●
●
●
●

● 全国4,356件
●

● 3,742件
●
●
●
●

1,001件 
●
●
●

6軸3Dハイブリッドセンサー
●
●
●
●
－
－

■ （要通信 ※3）
●
●

● 全国約4,164万件 
● 全国約2,205万件 
● 全国約1,445万件 
● 全国約600万件

●
●
●

■ （要通信 ※3） 
■ （要通信 ※3） 

－
●

■ （要通信 ※3） 
●
●
●
－

■ （要通信 ※3） 
●

■ （要通信 ※3） 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
－
●
●
●
●

■ （要通信 ※3）

有料道路、国道、県道、地方道、一般道を色分け表示するとともに、道と建物も明確に区別し、緑地や水辺、湿地はその細かい形までも表示します。
50mスケール以下に切換えると、ビルや家屋の形などのより詳細な情報まで確認できる「詳細市街地図」を表示できます。
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。
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。
iPhoneやSDなどの各種AVソースをメインに地図画面を同時に表示できます。
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。
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。
地図上の表示選択が可能。 （通常表示/文字拡大/道路重視） 
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。
ノーマルビューやスカイビューで各交差点に設置されている信号機を最適なサイズで表示します。
対象データがある場合、走行道路に設定されている「最高速度標識」と「最高速度表示」をもとにした最高速度表示データを表示します。
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。 
急停車が頻発する場所や事故多発地点など、運転に注意が必要な地点にロゴマークを表示します。
クルマの制限速度30km/h未満のエリアを地図上に表示可能。 
踏切交通遮断の多い「ボトルネック踏切」や、「開かずの踏切」を地図上に表示します。※「開かずの踏切」は赤枠で表示されます。
地図上にある飲食店やコンビニなどの駐車場有無や、ガソリンスタンド、駐車場などの営業状況などの情報をひと目で確認できるロゴマークで表示します。※6
地図上に表示されるロゴマークを見やすいサイズに拡大して表示することができます。※対象ロゴマークの中から個別に設定することはできません。
駅の近くの商店街など通りたくない道を地図上で設定することができます。回避エリアを設定すると、その周辺を極力避けたルートを探索します。※7
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、編集が可能。
正確無比な自車位置精度を追求した「アドバンスドIQ高精度」を実現。
ナビゲーションを駆動させるメインCPUとは別に、自車位置精度の演算のみを行う専用チップを採用。
自車位置精度専用チップを中枢に自車位置精度のみを高度に演算する、自車位置精度専用システムを搭載。
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。 
米国の「GPS」に加えて、日本の準天頂衛星「みちびき」、またロシアの衛星測位システム「グロナス」、静止衛星から放送されているGPSの補正データ
「SBAS」にも対応し、高精度な自車位置を測位します。
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。 
施設名称や思いついたワード（マルチ検索）などを入力。 
外部サーバーの膨大な情報とオンラインでつながり、普通の会話感覚で発話するだけの簡単さで検索が行えます。
外部サーバーの膨大な情報とオンラインでつながり、「人気」「おいしい」など思いついたキーワードでも検索できます。
通信でつながっていれば、思いついたキーワードや住所・電話番号・郵便番号までも直接入力して検索できます。
複数の単語から地点を検索できます。エリア指定したり周辺を選択したりする検索に対応しています。
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 
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。
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。 
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、カーナビに転送し目的地に設定。（詳しくはP.30参照） 
VICS渋滞情報を含む、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。 
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。※8
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。
日付や時刻による通行規制を考慮したルート探索ができます。
複雑な交差点も、緻密でリアルなイラストでわかりやすく誘導。 
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。 
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。 
料金所を通過後、進行方向をイラストで表示。 
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。 
案内ルートを走行中、推奨レーンを矢印で表示。 
一般道の方面案内を方面看板の形状で表示。 
一般道では走行速度を考慮したタイミングで音声案内を開始。さらに、信号機のある場所では信号機を目安に案内するので、曲がるタイミングがよりわかりやすく安心です。
案内する交差点に近づくにつれ、信号の数を画面表示と音声でカウントダウンしてお知らせ。分かりにくい交差点でも迷うことなく直感的なドライブが可能。
高速道路や有料道のSA/PA/IC/JCTで万が一逆走をした場合、音声警告と画面表示で速やかに通知します。
高速道や有料道などのハイウェイモード表示対象路線に進入するときなど、もしくはSA/PAで電源ON時に音声と画面表示で注意喚起を行います。
自車位置から直線距離300m以内に、幼稚園や保育園、小中学校・高等学校などの教育施設を検出した場合に音声で注意喚起を行います。
「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、安全確認を促します。
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。 
駐車場の入口位置を正確に記憶し、あらかじめ収録されている入口情報とともに、次に訪れるときは駐車場入口へスムーズに案内。 
画面や音声に従って、簡単に自分好みの初期設定が可能。 
車検や定期点検、エンジンオイルやバッテリー交換時期など車両のメンテナンスに関わる時期をメッセージと音でお知らせします。※9
気象情報を取得し、画面に表示したルート探索に反映。 
「ND-ETCS2/ETC9」などと接続し連動させることで、ナビ画面上でETCレーンや利用履歴、ETCカードの有効期限の確認ができます。
ETCに加え、現在提供中のETC2.0サービスが利用可能。
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サイバーナビ 楽ナビ

自
車
位
置
精
度

■：別売の商品またはオプションなどが必要となります。 

AVIC-CQ912Ⅱ-DC/CL912Ⅱ-DC/CW912Ⅱ-DC/CZ912Ⅱ-DC/
CQ912Ⅱ/CL912Ⅱ/CW912Ⅱ/CZ912Ⅱ

AVIC-RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/RW920-DC/RZ920-DC/
RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720 AVIC-RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120

■ （要別売オプション ※4） 
■ （要別売オプション ※5） 

 
－
－

52カーナビ：ソフト機能比較表カーナビ：ソフト機能比較表51

※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/信号機カウント交差点案内にて表示可能。また音声案内も行います。※3 同梱または別売のネットワークスティック「ND-DC4」やWi-Fiテザリング対応のiPhoneまたはスマートフォン（Android）等の通信環境（BluetoothのPAN接続には非対応）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（ネットワークスティック使用時除く）。※4 別売のETC2.0/ETCユニット「ND-ETCS2/ETC9」が必要です。※5 別売のETC2.0ユニット「ND-ETCS２」が必要です。※6 駐車場情報、営業時間情報のないジャンルは対象外
です。ナビ機能設定内の施設内駐車場表示設定から設定変更が可能です。駐車場の駐車可否表示は車両情報設定で駐車制限（車種/車両寸法）の入力が必要です。※7 回避不可な場合があります。※8 情報の取得には同梱または別売のネットワークスティック「ND-DC3」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。利用は無料ですが、通信料はお客様負担となります。※9 車検は設定した年月日の3ヶ月前と1ヶ月前にお知らせ、定期点検は設定した年月日の1ヶ月前にお知らせします。設定した
時期や距離が過ぎた場合は最初にACCをONにしたときに通知します。※10 同梱または別売のネットワークスティック「ND-DC3」やWi-Fiテザリング対応またはBluetoothのPANプロファイル対応のiPhoneやスマートフォン（Android）もしくは携帯電話等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（ネットワークスティック使用時除く）。■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。
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© GeoTechnologies, Inc.  制作:パイオニア株式会社/ジオテクノロジーズ株式会社

■地図について ［楽ナビ］●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、2022年3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（©2017一般財団法人日本デジタル道路地図協会2022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2022年3月号データに基づき作成。局番変更については、2022年10月
1日変更分まで対応（2022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2022年
3月のデータに基づき作成。●通行規制データは、2022年3月までの独自調査結果、および、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、2022年3月までの独自調査に基づき作成。●レーン情報は、2021年9月までの独自調査に基づき
作成。●高速道路方面名称は、2022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、2022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、2022年4月までの独自調査に基づき作成。●ETCイラストは、2022年4月までの独自調査に基づき作成。●立体交差
イラストは、2022年4月までの独自調査に基づき作成●SA/PAイラストは、2022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、2022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、2022年4月調査時点で2022年10月1日までの施行
分を反映する。●プロバイダデータは、2022年5月調査時点のものに基づき作成。●ロゴマークは、2022年4月調査時点のものに基づき作成。

© GeoTechnologies, Inc.  制作:パイオニア株式会社/ジオテクノロジーズ株式会社

■地図について［ サイバーナビ：912Ⅱ系］●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、2022年1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（©2017一般財団法人日本デジタル道路地図協会2021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2022年1月現在のデータに基づき作成。局番変更については、2022年4月1日変更
分まで対応（2021年11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2021年9月の
データに基づき作成。●おすすめグルメデータは、株式会社JTBパブリッシング提供のデータ（2021年9月時点）を使用しています。●通行規制データ
は、2021年9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、2021年9月
までの独自調査に基づき作成。●レーン情報は、2021年9月までの独自調査に基づき作成。●高速道路方面名称は、2021年9月までの独自調査
に基づき作成。●高速入口分岐イラストは、2021年10月までの独自調査に基づき作成。●都市高速道路入口イラストは、 2021年10月までの独自
調査に基づき作成。●ETCレーン看板イラストは、2021年10月までの独自調査に基づき作成。●立体交差イラストは、2021年10月までの独自調
査に基づき作成。● SA/PA施設イラストは、 2021年10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、2021年9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、2022年4月1日（但し、2022年1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、2021年11月調査時点のものに基づき作成。●ロゴマークは、2021年10月調査時点のものに基づき作成。

カロッツェリア カーナビソフト機能比較表



ネットワークスティック対応 
Wi-Fi対応：アクセスポイントモード
docomo in Car Connect対応
Wi-Fi対応：ステーションモード
自動地図更新 ※4
Bluetooth® モジュール 
Bluetooth® Smartモジュール
液晶タッチパネル
インデックスサーチ
インフォガジェット 
アクティブインフォ
スマートコマンダー
Doメニュー
ターゲットインターフェース
セントラルメニュー （ナビメニュー/AVメニュー）
HDMI入力端子
AUX入力端子 ： 音声/映像
リアモニター出力端子 ： HDMI
リアモニター出力端子 ： RCA
音声出力端子：RCA（プリアウト）
バックカメラ入力端子 ： RCA
USBケーブル接続端子（専用コネクター）
USB入力端子 ： Type A
ステアリングリモコンケーブル接続端子
ETC2.0/ETC接続端子
カーナビ連動型「ドライブレコーダーリンク」対応
カーナビ連動型「ドライブレコーダーリンクHD」対応
ハイレゾ音源再生
デジタルダイレクト伝送 
サウンドマスタークロック 
高性能DSP 
高性能D/Aコンバーター 
I/V変換回路用高性能オペアンプ 
パイオニア専用高性能電子ボリューム 
パイオニアフルカスタムオーディオ用アルミ電解コンデンサー 
ナビゲーション部専用大容量アルミ電解コンデンサ－
低インピーダンスアルミ電解コンデンサー ： サイバーナビ 
フルカスタムオーディオ用アルミ電解コンデンサー
低インピーダンスアルミ電解コンデンサー ： 楽ナビ
Power MOS FET 50W×4ch内蔵アンプ  
高音質トロイダルコイル 
高音質CHIPコンデンサー 
金属皮膜抵抗 
非磁性体抵抗
銅メッキビス 
マスターサウンドリバイブ（MSR） ： 【特許取得済】 
マスターコントロール ： ネットワーク/スタンダードモード 
シンプルコントロール ： ネットワーク/スタンダードモード 
AUTO TA&EQ ： ネットワークモードでは非対応 
クロスオーバーネットワーク
ハイパスフィルター
ローパスフィルター ： サブウーファーコントロール 
スピーカー出力レベル調整 
タイムアライメント（Step）
31Bandグラフィックイコライザー
13Bandグラフィックイコライザー
アドバンスドサウンドレトリバー
トゥイーターゲイン調整 
サウンドマスターコントローラーアプリ対応
プリセットイコライザー
ソノリティーボリューム
ソースレベルアジャスター 
チューニングデータメモリー機能  
ユーザーメモリー
オーディオ設定バックアップ 
ストリーミングビデオ
レコーダーアクセス
TV

●

● ： Bluetooth PAN接続に対応
●
●
●
●
●

● （同梱）
－
－
－

■ 1系統（TYPE D）※10
■ ※3

■ 1系統（TYPE D）※5、※10
● ※5

F/R/SW または High/Mid/Low
● （変換ケーブル同梱）

■ 2系統（CD-U120相当品同梱）
● USB接続ケーブル ： 「CD-U420相当品同梱」

■
■ 対応ETCユニット ： 「ND-ETCS2またはND-ETC9（別売）」

●※「VREC-DS810DC」には非対応
－

● （ネイティブ再生：※11）
● ストリーミングビデオ/レコーダーアクセス/SD/USB/DVD/CD

●
●
●
●
●
●
●
●
－
－
●
●
●
●
－
●
●
●
●
●

● （詳細は、P.55参照）
● （詳細は、P.55参照）
● （詳細は、P.55参照）
● （詳細は、P.55参照）
● (0.35cm/1.4cm）

●
●
－
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

12セグ/ワンセグ/データ放送
●
●
■
■
●
●

● AAC方式（最大約8倍速） ※14
● AAC方式（最大約8倍速） ※14

● （日本語対応）
●
●
●
●
●

● ※27

●

● ： Bluetooth PAN接続には非対応
－
●
●
－
●
－
●
●
●

■ ※3

● （変換ケーブル同梱）
■ 2系統「DC付モデル」は「CD-U120相当品同梱」 iPhone、iPodおよびUSBデバイスなどの接続には非対応 ※22

■

●※「VREC-DS800DC/DS600」には非対応

● （ダウンコンバート再生 ：※12）

－
●
－
－
－
－
－
－
●
●
●
－
－
－
●
●
－
－
－
－

● （詳細は、P.56参照）

● （詳細は、P.56参照）
● （1.4cm）

－
●
●
－
－
●
－
●
－
●
－
－
－

■
■
 
●
－
－
－
●

●
●
－
－

－

－

各種通信機能が利用できる「ネットワークスティック」に対応。※サイバーナビ、楽ナビのDC付モデルは「ネットワークスティック」を同梱。
同梱または別売の「ネットワークスティック」を使用することで、Wi-Fiアクセスポイント（接続は最大5台まで）として利用できます。※23
ドコモのデータ通信網（LTE網）をWi-Fiで利用できる、車載向けインターネット接続サービスです。移動中でも広いエリアで安定した通信が楽しめます。ご利用には、同梱または別売の別途ワークスティックが必要になります。
お手持ちのスマホ※16や車載用Wi-Fiルーター「DCT-WR100D（別売）:P.33参照」または市販のモバイルWi-Fiルーターを利用したWi-Fiテザリングがご利用いただけます。
新しい道路や詳細市街地図などの情報を手軽に自動更新。最新の地図で快適にドライブできます。ご利用には、通信接続設定が必要となります。
対応のスマホ※16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、サウンドマスターコントローラーアプリ、MAユニット用スマートキーホルダーなどとの通信を行います。
HD解像度（1280×720）の静電容量方式の液晶タッチパネルにより、ナビやAVソースなどの操作が快適に行えます。
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。
ナビ画面に有用な情報を常時表示し、すぐに操ることができます。
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。
手元に設置して、カーナビに触れることなくナビやAVの操作を行えます。
お出かけからお帰りまで、ドライブ中によく使う機能を直感的に操作できます。（詳しくはP.21～22参照）
ドライバーに最適な「使いやすさ」「わかりやすさ」を考え抜いた新インターフェース。
ナビやAVのメニューがひとつの画面で見通せます。
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。
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。
別売のフリップダウンモニター「TVM-FW1300-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。
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などを接続し、システム発展が可能です。
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。同梱の変換ケーブルを使用してRCAタイプのカメラを接続することができます。
カーナビ連動タイプの「ドライブレコーダー（別売）」やUSBメモリーなどの接続用。※6
USBデバイス（USB HUBは非対応）やiPhone、iPodなどを接続することが可能な入力端子です。
別売のステアリングリモコンケーブルを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。（詳しくはP.67参照）
カーナビ連動タイプの「ETC2.0/ETCユニット（別売）」などを接続するための拡張入出力端子。※楽ナビ ： 520系、120系は非対応
カーナビ本体からの操作を可能とし、動画静止画撮影・再生など可能。※対応機種 ： 「VREC-DS810DC/DS800DC/DS600（別売）」
カーナビ本体からの操作を可能とし、記録した前後の映像をHD高画質のまま確認できる。※対応機種 ： 「VREC-DS810DC/DS800DC（別売）」
ハイレゾ音源のネイティブ再生、もしくハイレゾ音源のダウンコンバート再生に対応しています。
音声信号の経路をデジタルで伝送することで、聴感上のS/N感を向上させ、澄み渡る空気感や音場感がリアルに再現され、微細な音も埋もれることなく再生。
カロッツェリアxで採用したこだわりの低位相雑音クロック回路。時間軸の揺らぎであるジッター成分を徹底的に排除した高精度のクロック信号を生成。
各種ソースの音声をハイビットデジタル信号処理しD/Aコンバーターへ出力することで、楽曲のピュアな高音質を保ったまま、高度な音場・音質コントロールを実現。
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。
新日本無線社が「MUSES」で培ったノウハウをもとに高い技術で高音質化が図られたJFET入力オーディオ用オペアンプ「NJM8901E」を採用。
アナログボリューム段での音質劣化を徹底的に排除するため、パイオニア専用高性能電子ボリュームを採用し、鮮度の高いアナログ信号の伝送を実現。
電解液の調合やスリーブカットの構造など、長年ホームオーディオで培ってきたレシピをもとに開発された、こだわりのフルカスタム電解コンデンサー。
大容量のアルミ電解コンデンサーを投入することで、ナビ回路部の電源を安定させ、オーディオ部へのノイズを抑制しS/N感を向上しています。
パワーアンプ部の中点電源に使用し、電解コンデンサーの低インピーダンス化を図ることで、ノイズの発生や混入を防ぎ躍動感ある音楽再生を実現しています。
パワーアンプの電源部に「日本ケミコン社製フルカスタムオーディオ用アルミ電解コンデンサー4,700μF」を採用。
パワーアンプのオーディオ基準電源部に「日本ケミコン社製低インピーダンスアルミ電解コンデンサー10μF」を採用。
内蔵パワーアンプ部は、音質に実績のある「POWER MOS FET 50W×4ch」を採用。
精緻に組み上げた「トロイダルコイル」により、電源部をさらに強化しダイナミックで厚みのある音を実現しています。
アナログオーディオ信号部、デジタル伝送の経路、そして電源部周辺には「高音質CHIPコンデンサー」を多数配置。S/N比を高め、よりクリアな音を再現します。
回路が設計意図通りの動作をする様、定数のバラツキが少ない金属皮膜抵抗を多数使用し、鮮度の高い音を保っています。
デジタル音声の心臓部となる基準クロック部に「立山化学製：非磁性体抵抗」を採用し、デジタル系の基準クロックを安定させることで高音質に寄与します。
一点アースのポイントのただ1ヶ所に限定して「銅メッキビス」を使用し、低インピーダンス化を図り、すべての電源系統のリターン電流をコントロールしています。
CDマスター録音時に失われる可聴帯域以上の音楽信号を、より忠実に復元させるパイオニア独自の倍音生成技術を組合わせる高音質技術。
「チャンネル間独立高精度31Bandグラフィックイコライザー（L/R/SW独立またはF/R/SW独立)」を搭載し、車室内環境をフラットな環境に整えます。
シンプルなモードとして「13Bandグラフィックイコライザー（全ch共通）」を搭載。液晶画面を指でなぞるだけで設定可能な簡単インターフェースも装備しています。
カロッツェリアならではの、車室内の周波数特性を自動で調整する「AUTO TA&EQ」を搭載。※17
ネットワークモードでは「High/Mid/SW独立」、スタンダードモードでは「F/R/SW独立」で高度な調整が可能です。
選択した周波数より低い周波数の音がサブウーファー以外の各スピーカーから出力されないように設定できます。
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。
各スピーカーの音圧の差にバラつきがないよう音圧レベルを均一に調整し、リスニングポジションによる偏りを減少させます。
各チャンネルのタイムアライメントを微細精度で調整。スピーカーまでの距離を直接数値でインプットするだけで、面倒な計算・換算作業は不要です。
音響特性を0.5dB刻みでより細やかに補正可能。周波数特性の乱れを理想的な状態に補正するだけでなく、好みに合わせて自在な調整が可能です。
音響特性を2dB刻みで補正可能。指でなぞるシンプルな操作で、周波数特性の乱れを理想的な状態に補正します。
MP3やWMAなどの圧縮オーディオの楽曲の音質を補正。CDに迫る高音質再生を実現します。
トゥイーター帯域の出力レベルをフロント・リア独立で調整可能。トゥイーターの帯域のみをフラットに補正することが可能になります。
詳細ベースEQ/タイムアライメント/スピーカー出力レベル/カットオフ/トゥイーターゲイン調整など、一連の操作を画面に触れることなく手元で可能にするアプリです。
曲調や気分によって簡単にモードを切換えられる「プリセットイコライザー」機能。
音の輪郭を強調することで小音量時でも大音量時と同じ音質を再現でき、ボリュームを上げなくてもメリハリの利いた高音質を実現する調整機能です。
AVソースを切換えたときに音量の違いが出ないように、FMの音量を基準にして各AVソースの音量の差を揃えることができます。
各モードごとにラスト状態を2つ保持できる機能です。各調整機能で保持した数値をワンタッチでメモリー1/2間でコピーが可能です。
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。
調整したオーディオ設定の内容をSDメモリーカードに書き出せます。また、SDメモリーカードに書き出したオーディオ設定の内容を本体に読み込めます。
WEBブラウザを用いたYouTube動画の直接再生機能です。（詳しくはP.10参照）※31
ネットワークを通して家庭用レコーダー等をリモート再生することが可能です。（詳しくはP.10参照）※31
地上デジタルTV放送（［12セグ/ワンセグ/データ放送］ ： データ放送は受信のみ可能です。双方向サービスには対応しておりません。）を視聴できます。
DVDビデオの再生に対応しています。また、ビデオモード/VRモードの再生が可能です。
CD-DAの再生に対応しています。
iPhone、iPodに収録された音楽の再生が可能です。有線接続の場合、別売のUSBケーブルなど※9が必要です。楽ナビは、Bluetooth接続にも対応。
USBメモリーに保存された、音楽ファイルや映像ファイルを再生できます。※9
SDメモリーカードに保存された、音楽ファイルや映像ファイルを再生できます。
iPhoneやスマートフォン（Android）などのBluetooth®のAVプロファイルに対応した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別売のSDメモリーカードに自動録音します。

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。
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。
HDMI対応機器から入力した映像・音声を楽しむことができます。
ビデオカメラなどの外部機器の映像や音声を再生できます。
幹線道路などで放送されているAMの交通情報を聴くことができます。
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。再生しているAVソース※19やナビ画面※20、さらにはMAユニットで取り込んだ走行映像※21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。
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カロッツェリア カーナビ AV機能比較表 ■：別売の商品またはオプションなどが必要となります。 
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FM/AMチューナー 
HDMI
AUX
交通情報

AVIC-CQ912Ⅱ-DC/CL912Ⅱ-DC/
CW912Ⅱ-DC/CZ912Ⅱ-DC

AVIC-CQ912Ⅱ/CL912Ⅱ/
CW912Ⅱ/CZ912Ⅱ

AVIC-RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/
RW920-DC/RZ920-DC AVIC-RW120/RZ120AVIC-RL520/RW520/RZ520

AVIC-RQ720/RF720/RL720/
RW720/RZ720

DVD
CD ※1
iPod
USB ※2※13
SD ※2※13
Bluetooth® オーディオ（AACコーデック対応） 

DVDビデオ再生
音楽CD再生
音楽再生
ファイル再生 ： 音楽ファイル、映像ファイル
ファイル再生 ： 音楽ファイル、映像ファイル

録音モード ： 標準
録音モード ： 高音質※18
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

ミュージック
サーバー
（MSV） 

リアクルーズ
モード 

● （ネットワークスティック同梱）
● （ネットワークスティック同梱）
● （ネットワークスティック同梱）

● （ネットワークスティック同梱）

■ 「ND-DC4（別売）」に対応
■ 「ND-DC4（別売）」使用時
■ 「ND-DC4（別売）」使用時

■ 「ND-DC4（別売）」使用時

■ 1系統（TYPE A）※10

■ USB接続ケーブル：「CD-U420（別売）」

■ 対応ETCユニット ： 「ND-ETCS2またはND-ETC9（別売）」

●※「VREC-DS800DC」には非対応

● SD/USB

● USB接続ケーブル ： 「CD-U420相当品同梱」

■ 1系統（TYPE A）※5、※10
－
－

－

－

● USB

－

－

－

－

－
－

－

● （詳細は、P.56参照）

● （詳細は、P.56参照）

● ※「AVIC-RF920-DC/RF720」は、DVD/CDドライブ非搭載
● ※「AVIC-RF920-DC/RF720」は、DVD/CDドライブ非搭載

●

● ※5
SW

12セグ/ワンセグ/ ー

●

■ 「ND-DC3（別売）」に対応
■ 「ND-DC3（別売）」使用時
■ 「ND-DC3（別売）」使用時

■ 「ND-DC3（別売）」使用時

● （ネットワークスティック同梱）
● （ネットワークスティック同梱）
● （ネットワークスティック同梱）

● （ネットワークスティック同梱）

※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。ただし、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 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。※4 「自動地図更新」を行う場合、サイバーナビはdocomo in Car Connect 契約期間内の同梱または別売のネットワークスティック「ND-DC3」や、Wi-Fiテザリングによる通信接続設定などの通信環境(BluetoothのPAN接続は非対応)が必要です。 docomo in 
Car Connect について詳しくは「P.09」をご覧ください。 楽ナビは、同梱または別売のネットワークスティック「ND-DC4」や、Wi-Fiテザリングによる通信接続設定などの通信環境(BluetoothのPAN接続は非対応)が必要ですが、docomo in Car Connectの契約は不要です。利用は無料ですが、
通信料はお客様負担となります（ネットワークスティック使用時除く）。※5 リアモニター用HDMI出力およびRCA出力で出力可能な映像について、詳しくは取扱説明書をご参照ください。※6 別売または同梱のUSB接続ケーブル「CD-U120（または相当品）」が必要です。※9 サイバーナビでは、
USBデバイスを2つ以上接続する場合には、別売のUSB接続ケーブル「CD-U120」または「CD-U420」が必要です。楽ナビでは、別売のUSB接続ケーブル「CD-U420（520系、120系には相当品を同梱）」が必要です。※10 HDMI入出力端子への接続には、別売のHDMI変換ケーブル
やHDMIケーブルなど（P.67参照）が必要です。※11 再生対応フォーマット「WAV（.wav）：8～192kHz、8/16/24/32Bit/32Bit（float）」「FLAC（.flac）：8～192kHz、8/16/24Bit」「ALAC（.m4a/.alac）：8～192kHz、16/24/32Bit」「DSD（.dff/.dsf）：2.8MHz/5.6MHz、1Bit」。LPCM
では、サンプリング周波数が96kHzを超える場合はダウンコンバートして再生します。※12 再生対応フォーマット「WAV（.wav）：16～192kHz、8/16/24/32Bit」「FLAC：8～192kHz、8/16/24Bit」。サンプリング周波数が48 kHzを超える場合はダウンコンバートして再生します。※13 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。※14 ノンストップCDは
非対応です。曲間で音が途切れます。※15 各ソースで使用する各種メディアおよびiPhone、iPod、スマートフォン（Android）などの各種デバイスは別売です。※16 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。※17 別売の音響特性測定用マイク
「CD-MC1」が必要です。※18 別売のSDメモリーカード16GB以上が必要です。※19 対応AVソース：「TV」「DVD」「SD（映像）」「USB1（映像）」「USB2（映像）」「HDMI」「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。
※20 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。※21 同梱または別売のマルチドライブアシストユニット「ND-MA2」との接続が必要です。※22 USBケーブル接続端子（専用コネクター）は、オプション商品接続専用となります。※23 アクセスポイント
モードのご利用には、docomo in Car Connectの契約が必要となります。※27 リア出力対応AVソース：「TV」「DVD」「HDMI」「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 docomo in Car Connect 契約
期間内の同梱または別売のネットワークスティック「ND-DC3」や、iPhoneまたはスマートフォン（Android）などでの通信接続設定（Wi-Fiテザリング）などの通信環境（BluetoothのPAN接続は非対応）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（ネットワーク
スティック使用時除く）。 docomo in Car Connect について詳しくは「P.09」をご覧ください。YouTubeはGoogle LLCの登録商標です。「docomo in Car Connect」は株式会社NTTドコモの登録商標です。 ■その他の機能については弊社ホームページ（carrozzeria.jp）または、
各製品の取扱説明書をご覧ください。
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AVIC-CL912Ⅱ系AVIC-CQ912Ⅱ系 AVIC-CW912Ⅱ系/CZ912Ⅱ系

「シンプルコントロール」:全ch共通
"13Bandグラフィックイコライザー"

「マスターコントロール」:L/R/SW独立

"31Bandグラフィックイコライザー"

「AUTO TA&EQ」

「シンプルコントロール」:全ch共通
"13Bandグラフィックイコライザー"

「マスターコントロール」:F/R/SW独立
"31Bandグラフィックイコライザー"

「AUTO TA&EQ」:マスターコントロール/
シンプルコントロールとは排他

ネットワーク
モード

周波数
調整幅

周波数

調整幅
調整幅
調整幅

カットオフ
周波数

カットオフ
スロープ
位相

マニュアル設定

周波数
調整幅

周波数

調整幅
調整幅
調整幅
カットオフ
周波数
カットオフ
スロープ
位相

マニュアル設定

最大出力:50W×4ch、負荷インピーダンス:4Ω（4～8Ω使用可能）、プリアウト最大出力レベル:2.2V、出力インピーダンス:1,000Ω

50/80/125/200/315/500/800/1.25k/2k/3.15k/5k/8k/12.5k［Hz］
-12dB～+12dB（2dB/step）

20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k［Hz］
※［SW］:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200［Hz］

-9dB～+9dB（0.5dB/step）
-24dB～+10dB（0.5dB/step）:FL/FR/RL/RR/SW

［High（HPF）］:0.63k/0.8k/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k［Hz］
［MID（LPF）］:0.63k/0.8k/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k［Hz］
［MID（HPF）］:Flat/25 /31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250［Hz］
［SW（LPF）］:Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250［Hz］
［High/MID］:-6 /-12 /-18 /-24dB/oct. 
［SW］:-6 /-12 /-18 /-24 /-30 /-36dB/oct.
［High/MID/SW］:NORMAL/REVERSE
［マスターコントロール］:0cm～490cm（0.35cm/step）、［シンプルコントロール］:0cm～490cm（1.4cm/step）

50/80/125/200/315/500/800/1.25k/2k/3.15k/5k/8k/12.5k［Hz］
-12dB～+12dB（2dB/step）

20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k［Hz］
※［SW］:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200［Hz］

-9dB～+9dB（0.5dB/step）
-24dB～+10dB（0.5dB/step）:FL/FR/RL/RR/SW
-6dB～+3dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー
［F/R（HPF）］:25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250［Hz］
［SW（LPF）］:25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250［Hz］
［F/R］:-6/-12/-18/-24dB/oct.
［SW］:-6/-12/-18/-24/-30/-36dB/oct.
［SW］:NORMAL/REVERSE
［マスターコントロール］:0cm～490cm（0.35cm/step）、［シンプルコントロール］:0cm～490cm（1.4cm/step）

［EQ.］:F/R独立、［TA］:0cm～490cm（1.4cm/step）

［Bluetoothバージョン］:Bluetooth4.2+EDR、［出力］:最大+4dBm（Power class2）、
［BLEバージョン］:Bluetooth Low Energy4.2、［出力］:最大+5dBm

[外部出力]:1系統（TYPE D）、［外部入力］:1系統（TYPE D）
外部入出力

［DVD/CDプレーヤー部］

［USB/SDメモリーカード共通］

［モニター部］

［外形寸法］

［質量］

［共通部］

［オーディオ共通部］

スピーカーセッティング
トゥイーターゲイン

クロスオーバー
ネットワーク
（High/MID/SW独立）

タイムアライメント

スピーカーセッティング
トゥイーターゲイン(F/R独立)

クロスオーバー
ネットワーク
(F/R/SW独立)

タイムアライメント

7V型HD

CW912Ⅱ系:206（W）×104（H）×161（D）mm
CZ912Ⅱ系:178（W）×100（H）×165（D）mm

CW912Ⅱ系:197（W）×97（H）×14（D）mm
CZ912Ⅱ系:171（W）×97（H）×10（D）mm

詳細ベースEQ

8V型HD

200（W）×126（H）×165（D）mm

190（W）×121（H）×10（D）mm

9V型HD

236（W）×134（H）×161（D）mm

227（W）×127（H）×16（D）mm

﹇
オ
ー
デ
ィ
オ・
D
S
P
部
﹈

－

－

13Bandグラフィックイコライザー 

スピーカー出力レベル
 

クロスオーバーネットワーク 

タイムアライメント 

プリセットイコライザー/CUSTOM設定

周波数
調整幅
調整幅

カットオフ周波数
 

カットオフスロープ

位相
マニュアル設定 
プリセットカーブ 
周波数 
調整幅 

RCA部
AUX部 
HDMI部 

オーディオ仕様

対応ディスク

デコーディング
フォーマット
USB規格
最大供給電流
ファイルシステム

デコーディング
フォーマット

ファイルシステム

デコーディング
フォーマット

画面サイズ
画素数
共通部

 本体（取付）寸法
 

 本体ノーズ寸法 

本体部 

使用電圧：14.4V DC（10.8～15.1V使用可能）、アース方式:マイナスアース方式、使用温度範囲：-10～+60℃、最大消費電流：10A 

最大出力：50W×4ch、プリアウト最大出力レベル：2.0V
50/80/125/200/315/500/800/1.25k/2k/3.15k/5k/8k/12.5k［Hz］ 
-12dB～+12dB（2dB/step） 
-24dB～+10dB（1dB/step） 

S.Bass/Powerful/Natural/Vocal/Flat
50/80/125/200/315/500/800/1.25k/2k/3.15k/5k/8k/12.5k［Hz］ ：CUSTOM1/2 のみ
-12dB～+12dB（2dB/step）:CUSTOM1/2 のみ

 
 

 

［対応規格］：IEEE 802.11 b/g/n（2.4GHzのみ）、［対応チャンネル］：1-11ch、［セキュリティ方式］：WPA/WPA2/WPA3、［出力］：最大+16.5dBm
［FM］：受信周波数帯域：76.0～99.0MHz、音声:ステレオ　［AM］：受信周波数帯域：522～1,629kHz（9kHz）、音声：モノラル 
［放送方式］：地上デジタル放送方式、［受信チャンネル］：470～710MHz
［DTV専用フィルムアンテナ］：152（W）×100（H）×0.05（D）mm
［受信方式］：92チャンネルマルチチャンネル受信方式、サイズ:33（W）×36（H）×14（D）mm 

AVIC-RQ920-DC：2.4kg、AVIC-RF920-DC：2.3kg、AVIC-RL920-DC：2.2kg、AVIC-RW920-DC/RZ920-DC：2.0kg、
AVIC-RQ720：2.4kg、AVIC-RF720：2.3kg、AVIC-RL720：2.2kg、AVIC-RW720/RZ720：2.0kg、AVIC-RL520：1.6kg、AVIC-RW520/RZ520/RW120/RZ120：1.4kg

デコーダー

［Bluetooth部］
［Wi-Fi部］ 

［FM/AMチューナー部］ 

［GPS部］

﹇
オ
ー
デ
ィ
オ・
D
S
P
部
﹈

方式:TFTアクティブマトリクス方式、バックライト:LED光源、タッチパネル：静電容量方式、表示色数：1677万色（Real 8bit）

※1 商品に同梱されているUSBケーブルと組合わせて接続してください。※2 動作確認済みのソフトウェアバージョンは、16.0.3となります。※3 ケーブルの同梱はありません。または、同梱されているケーブルは使用できません。「CD-IU010」または「CD-IU021」
を使用して接続してください。※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 ご使用になるオーディオソースや製品機器の組合わせによっては、再生中の楽曲にノイズが入る場合があります。
※6 再生中の曲情報やアートワークが正しく表示されない場合があります。 ■ iPhone 7 Plus、iPhone 7以前のiPhoneは「iOS 16」のサポート対象外のため、非掲載としております。

2022年11月現在

■ iPhone、iPod接続情報 ： AVIC-CQ912Ⅱ-DC/CL912Ⅱ-DC/CW912Ⅱ-DC/CZ912Ⅱ-DC/CQ912Ⅱ/CL912Ⅱ/CW912Ⅱ/CZ912Ⅱ
オーディオ再生

■ iPhone、iPod接続情報 ： AVIC-RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/RW920-DC/RZ920-DC/RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/
                                    RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120
オーディオ再生

外部入出力 

［DVD/CDプレーヤー部］
※RF系、520系、120系は、
DVD/CDドライブ非搭載

 

［USB部］

［SDメモリーカード部］
※520系、120系は、
SDスロット非搭載

 

［モニター部］ 

［外形寸法］ 

［質量］ 

サイバーナビ AV仕様一覧表 楽ナビ AV仕様一覧表 

16.0 15.0ソフトウェアバージョン

機 種

ケーブル接続
iPhone/iPod用USB変換ケーブル

「CD-IU010（別売）」
希望小売価格4,400円（税込） ※1

0cm～350cm（1.4cm/step）

リニアPCM

［外部音声最大入力レベル（AUX）］：2.0Vrms以下

USB2.0 High Speed
2.1A（TYPE A）
FAT16/FAT32/NTFS/exFAT

ー

ー

ー

ー

ー

FAT16/FAT32/NTFS/exFAT（SDXC使用時）

［外部出力］：1系統（TYPE A）、［外部入力］：1系統（TYPE A）

ー

ー
ー
ー

ー
ー

［S/N比］：［DVD値］75dB（1kHz）（IHF-Aネットワーク）・［CD値］75dB（1kHz）（IHFAネットワーク）、
［ダイナミックレンジ］：［DVD値］70dB（1kHz）・
［CD値］70dB（1kHz）、［高調波歪率］：0.08%（1kHz）
DVD（VIDEO MODE、VR MODE）、DVD-R（DL）、DVD-RW、
CD-ROM、CD-DA、CD-R/RW
［MP3］：MPEG-1,2,2.5 AUDIO LAYER-3、［WMA］：Ver.7,8,9（2ch audio）、
［AAC］：MPEG-4 AAC（Ver.10.01.22以前のiTunesでエンコードされたもののみ）

［AVI］：（VIDEO）MPEG-4/H.263/H.264,（AUDIO）MP3/LPCM、
［MPEG-PS］：（VIDEO）MPEG-2,（AUDIO）MP3/LPCM、
［MP4］：（VIDEO）MPEG-4/H.263/H.264,（AUDIO）MP3/AAC/LPCM、
［3GP］：（VIDEO）H.263,（AUDIO）AAC、
［MKV］：（VIDEO）MPEG-4/VC-1/H.264,（AUDIO）MP3/AAC/vorbis/LPCM、
［MOV］：（VIDEO）MPEG-4/H.263/H.264,（AUDIO）MP3/AAC/LPCM、
［ASF］：（VIDEO）VC-1,（AUDIO）MP3/WMA/LPCM、
［FLV］：（VIDEO）H.264,（AUDIO）MP3/AAC、
［M4V］：（VIDEO）MPEG-4/H.263/H.264,（AUDIO）MP3/AAC/LPCM、
［MPEG-T5］：（VIDEO）MPEG-2/MPEG-4/H.264,（AUDIO）MP3/AAC

［AVI］：（VIDEO）MPEG-4/H.263/H.264,（AUDIO）MP3/LPCM、［MPEG-PS］：（VIDEO）MPEG-2,（AUDIO）MP3/LPCM、
［MP4］：（VIDEO）MPEG-4/H.263/H.264,（AUDIO）MP3/AAC/LPCM、［3GP］：（VIDEO）H.263,（AUDIO）AAC、
［MKV］：（VIDEO）MPEG-4/VC-1/H.264,（AUDIO）MP3/AAC/vorbis/LPCM、［MOV］：（VIDEO）MPEG-4/H.263/H.264,（AUDIO）MP3/AAC/LPCM、
［ASF］：（VIDEO）VC-1,（AUDIO）MP3/WMA/LPCM、［FLV］：（VIDEO）H.264,（AUDIO）MP3/AAC、
［M4V］：（VIDEO）MPEG-4/H.263/H.264,（AUDIO）MP3/AAC/LPCM、［MPEG-T5］：（VIDEO）MPEG-2/MPEG-4/H.264,（AUDIO）MP3/AAC

［Bluetoothバージョン］:Bluetooth 5.2+EDR、［出力］：最大+5dBm（Power class2）

RQ：9V型HD、RF：9V型HD、RL：8V型HD、RW/RZ：7V型HD
2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]

RQ系：236（W）×134（H）×161（D）mm、RF系：178（W）×100（H）×165（D）mm、RL系：200（W）×126（H）×165（D）mm、
RW系:206（W）×104（H）×161（D）mm、RZ系:178（W）×100（H）×165（D）mm

RQ系：227（W）×127（H）×16（D）mm、RF系：170（W）×46（H）×10.5（D）mm［モニター：232（W）×132（H）×37（D）mm］、 
RL系：190（W）×121（H）×20（D）mm、RW系：197（W）×97（H）×14（D）mm、RZ系：171（W）×97（H）×20（D）mm

［F/R（HPF）］：25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250［Hz］ 
［SW（LPF）］：25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250［Hz］ 
［F/R］：-6/-12/-18/-24 ［dB/oct］
［SW］：-6/-12/-18/-24/-30/-36 ［dB/oct］
［SW］：NORMAL/REVERSE

5Band
グラフィックイコライザー

プリセットカーブ
周波数
調整幅

RCA/AUX部
HDMI部

オーディオ仕様

デコーディング
フォーマット

デコーディング

フォーマット

画面サイズ
画素数
共通部

本体(取付)寸法

本体ノーズ寸法

本体部

ネットワークモード/
スタンダードモード

共通

Flat/S.Bass/Powerful/Natural/Vocal/Clear:効果を5段階で調整可（Flat除く）
80/250/800/2.5k/8k［Hz］:CUSTOMのみ
-12dB～+12dB（2dB/step）:CUSTOMのみ
リニアPCM
［映像入出力レベル（リアモニターOUT）］:1.0Vpp±10％（signal: White 100%）、［外部音声最大入力レベル（AUX）］:2.0Vrms以下

［S/N比］:［DVD値］100dB（1kHz）（IHF-Aネットワーク）・［CD値］100dB（1kHz）（IHF-Aネットワーク）、
［ダイナミックレンジ］:［DVD値］97dB（1kHz）・［CD値］94dB（1kHz）、［高調波歪率］:0.0009%（1kHz）
［MP3］:MPEG-1,2,2.5 AUDIO LAYER-3、［WMA］:Ver.7,8,9（2ch audio）、［AAC］:MPEG-4 AAC（Ver.10.01.22以前のiTunesでエンコードされたもののみ）、
［AVI］:MPEG-4 Video＋MP3、MPEG-4 Video＋AC3
［USB規格］:USB2.0 High Speed、MTP（Media Transfer Protocol）、［最大供給電流］:1.5A（type-A）、［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、［ファイルシステム］:FAT16/FAT32/exFAT（SDXC使用時）

［対応規格］:IEEE 802.11 b/g/n（2.4GHzのみ）、［対応チャンネル］:1-11ch、［セキュリティ方式］:OPEN/WEP/WPA（Personal）/WPA2（Personal）、［出力］:最大+18dBm
［FM］:受信周波数帯域:76.0～99.0MHz、音声:ステレオ　［AM］:受信周波数帯域:522～1,629kHz（9kHz）、音声:モノラル
［放送方式］:地上デジタル放送方式、［受信チャンネル］:470～710MHz（UHF13～52ch）、［アンテナ入力］:50Ω×4、［DTV専用フィルムアンテナ］:118（W）×86（H）×0.3（D）mm
サイズ:33（W）×36（H）×14（D）mm

方式:TFTアクティブマトリクス方式、バックライト:LED光源、タッチパネル:静電容量方式、表示色数:1,677万色（Real 8bit）

AVIC-CQ912Ⅱ系:2.7kg、AVIC-CL912Ⅱ系:2.5kg、AVIC-CW912Ⅱ系/CZ912Ⅱ系:2.3kg

デコーダー

イコライザー

［USB部］
［SDメモリーカード部］

［Bluetooth部］

［Wi-Fi部］
［FM/AMチューナー部］

［地上デジタルTVチューナー部］
［GPSアンテナ］

◎
※4、5、6

◎
※4、5

iPhone iPod touch
13 Pro Max 、13 Pro、
13mini 、13 

※3

14 Plus※2、
14 Pro MAX、14 Pro、14

※3

11 Pro Max、
11 Pro、11 

※3
XR
※3

12 Pro Max 、12 Pro、
12mini 、12 

※3
Xs Max、Xs、X 8 Plus、8

SE
［第2世代］

※3

SE
［第3世代］

※3
第7世代

2022年11月現在

使用電圧:14.4V DC（10.8～15.1V使用可能）、アース方式:マイナスアース方式、使用温度範囲:-10～+60℃、最大消費電流:10A

2,764,800画素［水平1280×垂直720×3（RGB）］

スタンダード
モード

［地上デジタルTVチューナー部/ワンセグチューナー部］

［映像入出力レベル（リアモニターOUT）］：1.0Vpp±10％（signal：White 100%）

［共通部］ 

［オーディオ共通部］

※1 iPhoneに付属のLightning-USBケーブル＋USB接続ケーブル「CD-U420：希望小売価格2,200円（税込）」でもお使いいただけます。520系、120系は、CD-U420相当のUSB接続ケーブルが同梱されているため、「CD-IU010(別売)」またはiPhoneに付属の
Lightning-USBケーブルとの組合わせでご使用いただけます。※2 動作確認済みのソフトウェアバージョンは、16.0.1となります。※3 ケーブルの同梱はありません。または、同梱されているケーブルは使用できません。「CD-IU010」または「CD-IU021」を使用して接続
してください。※4 動作確認済みのソフトウェアバージョンは、15.7となります。※5 動作確認済みのソフトウェアバージョンは、15.6.1となります。※6 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。
※7 再生中の曲情報やアートワークが正しく表示されない場合があります。 ■ iPhone 7 Plus、iPhone 7以前のiPhoneは「iOS 16」のサポート対象外のため、非掲載としております。

Bluetooth接続 ◎※6

ソフトウェアバージョン

機 種

ケーブル接続
iPhone/iPod用USB変換ケーブル

「CD-IU021（別売）」
希望小売価格6,050円（税込） ※1

◎
※6、7

iPhone

16.0.2

13 Pro Max 、13 Pro、
13mini※4 、13※5

※3

14 Plus、14 Pro MAX、
14 Pro※2、14※2

※3

11 Pro Max、
11 Pro、11 

※3
XR
※3

12 Pro Max 、12 Pro※5、
12mini 、12 

※3
Xs Max、Xs、X 8 Plus、8

SE
［第2世代］

※3

SE
［第3世代］

※3

＊適合情報のないiPhone、iPodについては動作確認をしておりませんのでご注意ください。＊ご使用のiPhoneまたはiPodの設定やソフトウェアバージョン等により、動作しない場合があります。＊iPod、iPhoneの動作に関しては保障致し
かねますのでご了承ください。＊使用時にiPod、iPhoneのデータ等が消失した場合でも、その保証については責任を負いかねますのでご了承ください。＊iPod、iPhoneやiPod、iPhone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。＊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、iPhoneおよび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。

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。

最新のiPhone、iPod接続情報はこちら

AVIC-RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/
RW920-DC/RZ920-DC AVIC-RW120/RZ120AVIC-RL520/RW520/RZ520

AVIC-RQ720/RF720/RL720/
RW720/RZ720

（F/R/SW独立）

［MP3］:MPEG-1,2,2.5 AUDIO LAYER-3、［WMA］:Ver.7,8,9（2ch audio）、［AAC］:MPEG-4 AAC、［WAV］:LPCM、［FLAC］:Ver1.3.1（Free Lossless Audio Codec）、
［ALAC］:Apple Lossless Audio Codec、［DSD］:Direct Stream Digital、［MPEG4（MP4）］:（VIDEO）MPEG-4/H.264/H.263、（AUDIO）MP3/AAC、
［AVI］:MPEG-4/Video＋MP3、MPEG-4 Video＋AC3（VIDEO）、MPEG-4/H.264/H.263/Xvid、（AUDIO）LPCM/MP3/AAC、
［3GP］:（VIDEO）MPEG-4/H.264/H.263（AUDIO）AAC、MKV:（VIDEO）MPEG-4/H.264/VC-1/Xvid、（AUDIO）MP3/AAC、
［MOV］:（VIDEO）MPEG-4/H.264/H.263、（AUDIO）MP3/AAC、［F4V］:（VIDEO）H.264、（AUDIO）MP3/AAC、［FLV］:（VIDEO）H.264、（AUDIO）MP3/AAC、
［VOB］:（VIDEO）H.264/MPEG-2、（AUDIO）LPCM/MP3/AAC、［ASF］:（VIDEO）WMV/VC-1、（AUDIO）WMA、［WMV］:（VIDEO）WMV/VC-1、（AUDIO）WMA

※120系は、TVチューナー非搭載

仕
様
・
オ
プ
シ
ョ
ン
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機　能　名

表示パネル 

ディスプレイ
表示

インター
フェース  

対応メディア 

オーディオ

入出力

仕様

表示文字＊5

表示行数、文字数 

オペレーションフラップ 
デタッチャブル機構
スマートフォンリンク 

マルチディスプレイモード 

ミュージックブラウザ 

リモコン 

純正ステアリングリモコン対応＊4

DVD/DVD-R/RW/ビデオCD
（ビデオモード、VRモード）

CD, CD-R/RW 

Bluetooth （オーディオ/ハンズフリー）＊11

USB （音楽再生）

USB （動画・静止画）

iPhone/iPod （音楽再生）＊2

Androidスマートフォン （音楽再生）＊3 ＊19

SD

MD, MDLP （LP2/LP4）

FM/AM 

Power Mos FET 

高性能DSP
Auto TA & Auto EQ.
タイムアライメント 

イコライザー

ネットワークモード 

マスターサウンドリバイブ
アドバンスド・サウンドレトリバー＊11

D/Aコンバーター 

RCA出力 （音声）

ハイボルテージプリアウト （最大出力レベル）

ハイパスフィルター 

サブウーファーコントロール （ローパスフィルター）

MIXTRAX EZ＊12

フラッシングカラー機能 

RCA入力 （映像/音声）＊13

RCA出力 （映像）
RCA入力 （バックカメラ）

SN比/ダイナミックレンジ

最大消費電流 
質量

取付寸法

2Dメインユニット 1Dメインユニット ハイエンド・オーディオディスプレイオーディオ スマートフォンリンク対応 モデル

＊4

＊14

液晶
（VA方式）

英数

－

●
（同梱）

●
iPhone

●
（MTP/AOA2.0）

●
「ワイドFM対応」

50 W×4ch 

SW or Rear

－
（2.0 V）

●
（F/R共通）

●

2行、半角13

－

■

●

●

－

－

－

●

－

●

13バンド GEQ.

●

－

●

－

●

－

●

－

－

－

178 mm（W）
50 mm（H）
97mm（D）

－

－

10.0 A 

0.5 Kg

●
WMA, MP3, AAC,

WAV, FLAC

－

－

MVH-5600

＊4

＊14

液晶
（VA方式）

英数

－

●
（同梱）

●
iPhone

●
（MTP/AOA2.0）  

●
「ワイドFM対応」  

50 W×4ch 

F/R/SW or 
 High/Mid/Low    

●
（4.0 V）

●

●

2行、半角13

－

■

●

●

－

－

－

●

－

●

13バンド GEQ.  

●

●
（3ウェイ）

●

－

●

－

●

●

－

－

178 mm（W）  
50 mm（H）  
97 mm（D）  

－

－

10.0 A 

0.5 Kg

●
WMA, MP3, AAC,  

WAV, FLAC  

－

－

MVH-6600

液晶

英数

－

－

－

－

●

50 W×4ch 

－

－

●
（F/R共通）

－

1行、半角12

－

－

●

－

－

－

●
WMA, MP3, 

WAV

－

－

－

5バンド GEQ.

●

－

●

－

－

－

－

－

［CD部］
94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

－

178 mm（W）
50 mm（H）
165 mm（D）

－

－

10.0 A 

1.0 Kg

－

－

－

DEH-380

＊14

液晶
（VA方式）

英数

－

■
（別売）

●

●
（MTP）

●
「ワイドFM対応」

50 W×4ch 

SW or Rear

－
（2.2 V/1 KΩ）

●
（F/R共通）

●

1行、半角13

－

－

－

－

－

－

●
WMA, MP3,

WAV

－

－

－

5バンド GEQ.

●

－

●

－

－

－

●

●

［CD部］
94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

－

178 mm（W）
100 mm（H）
160 mm（D）

－

－

10.0 A 

1.2 Kg

●
WMA, MP3,

WAV

－

－

＊8

FH-3100

＊4

＊14

液晶
（VA方式）

英数

－

●
（同梱）

●
iPhone

●
（MTP/AOA2.0）

●
「ワイドFM対応」

50 W×4ch 

F/R/SW or
 High/Mid/Low

－
（2.0 V）

●

●

2行、半角13

－

■

－

●

－

－

●
WMA, MP3,
AAC, WAV

●

－

●

13バンド GEQ.

●

●
（3ウェイ）

●

－

●

－

●

●

［CD部］
94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

－

178 mm（W）
100 mm（H）
165 mm（D）

－

－

10.0 A 

1.3 Kg

●
WMA, MP3, AAC,

WAV, FLAC

－

－

FH-4600

＊7

＊15

＊4

6.8V型
WVGA液晶

漢字/かな/
カナ/英数

●
（USB）

●
（同梱）

●

●
（MTP）

●
「ワイドFM対応」

50 W×4ch 

F/R/SW or
 High/Mid/Low

●
（4.0 V）

●

●＊14

3行、
文字数は可変

－

■

－

－

－

●
DivX®, WMA,

MP3, AAC, MPEG

●
DivX®, WMA,

MP3, AAC, MPEG

●

－

●

13バンド GEQ.

●

●
（3ウェイ）

●

－

●

●
（RCA/3.5φミニ）

－

●

［DVD部］
91 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

－

178 mm（W）
100 mm（H）
164 mm（D）

●

●

10.0 A 

1.6 Kg

●
WMA, MP3, AAC,

WAV, FLAC

●
MPEG, H.264, 
DivX®, JPEG

－

FH-6500DVDDMH-SF700

＊4

＊14

液晶
（VA方式）

英数

－

■
（別売）

●
iPhone

●
（AOA2.0）

●
「ワイドFM対応」

50 W×4ch 

●
「ワイドFM対応」

50 W×4ch 

F/R or SW

－
（2.0 V/1 KΩ）

－
（2.0 V）

●
（F/R共通）

●

1行、半角8

－

■＊4■

●

●

●

●

－

－

－

－

－

●●

－

●

13バンド GEQ.13バンド GEQ.

●

－

●

－

●

－

－

－

－

－

－

－

－

－

178 mm（W）
50 mm（H）
165 mm（D）

－－

－

10.0 A 

1.0 Kg

●
WMA, MP3, AAC,

WAV, FLAC

－

－

MVH-7500SC

＊8

＊4

＊14

液晶
（VA方式）

英数

－

■
（別売）

●

●
（MTP/AOA2.0）

●
「ワイドFM対応」

50 W×4ch 

SW or Rear

－
（2.0 V/1 KΩ）

●
（F/R共通）

●

1行、半角13

－

■

●

－

●

－

－

－

－

－

5バンド GEQ.

●

－

●

－

－

－

●

－

－

－

178 mm（W）
50 mm（H）
97 mm（D）

－

－

10.0 A 

0.5 Kg

●
WMA, MP3,

WAV

－

－

MVH-3600

＊8

＊4

＊14

液晶

英数

－

●
（同梱）

●

－

●

50 W×4ch 

SW or Rear

－
（2.0 V/1 KΩ）

－

●

1行、半角10＊10

－

■

●

－

－

●
DivX®, WMA,

MP3, AAC, MPEG

●
DivX®, WMA,

MP3, AAC, MPEG

－

－

－

3バンド EQ.

－

●

－

－

●
（RCA/3.5φミニ）

－

－

［CD部］
94 dB（1 KHz）/
94 dB（1 KHz）

［DVD部］
97 dB(1 KHz)/ 
95 dB(1 KHz)

178 mm（W）
50 mm（H）
165 mm（D）

●

－

10.0 A 

1.2 Kg

●
WMA, MP3,

WAV

●
DivX®, JPEG

－

DVH-570

●
高性能DAC

＊17

＊7

有機EL

漢字/かな/
カナ/英数

－

●
（同梱）

●

－

●

50 W×6ch
（アンプ別体）

High/Mid/
Low /SW

●
（5.0 V/100 Ω）

●

●
（ステレオ, L/R独立）

1行、全角9/
半角18

フル電動

●

－

－

－

●
WMA, MP3,
AAC, WAV

－

－

●

L/R独立
31バンドD.GEQ.

●
高性能DAC

●
（4ウェイ）

●

●

●

－

－

－

［CD部］
115 dB（1 KHz）/
100 dB（1 KHz）

－

178 mm（W）
50 mm（H）
164 mm（D）

－

－

16.0 A 

1.5 Kg

●
WMA, MP3, 
AAC, WAV

－

－

＊16

DEH-P01

＊4■

＊7

＊14

液晶

漢字/かな/
カナ/英数

●
（USB）

●
（同梱）

●

●
（MTP）

●
「ワイドFM対応」

50 W×4ch 

F/R/SW

●
（4.0 V/1 KΩ）

●
（F/R共通）

●

2行、全角8/
半角16

－

●

－

－

－

●
WMA, MP3,
AAC, WAV

●

－

－

5バンド GEQ.

●

－

●

－

－

－

●

●

［CD部］
94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

－

178 mm（W）
50 mm（H）
165 mm（D）

－

－

10.0 A 

1.05 Kg

●
WMA, MP3, AAC,

WAV, FLAC

－

－

DEH-7100

＊4■

＊14

液晶
（VA方式）

英数

－

●
（同梱）

●
iPhone

●
（MTP/AOA2.0）

●
「ワイドFM対応」

50 W×4ch 

F/R/SW or
 High/Mid/Low

●
（4.0 V）

●

●

2行、半角13

－

●

●

－

－

●
WMA, MP3,
AAC, WAV

●

－

●

13バンド GEQ.

●

●
（3ウェイ）

●

－

●

－

●

●

［CD部］
94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

－

178 mm（W）
50 mm（H）
165 mm（D）

－

－

10.0 A 

1.0 Kg

●
WMA, MP3, AAC,

WAV, FLAC

－

－

DEH-6600

＊4■

＊14

液晶
（VA方式）

英数

－

●
（同梱）

●
iPhone

●
   （MTP/AOA2.0）

●
   「ワイドFM対応」

50 W×4ch

SW or Rear

－
（2.0 V）

●
（F/R共通）

●

2行、半角13

－

●

●

－

－

●
   WMA, MP3,
   AAC, WAV

●

－

●

  13バンド GEQ.

●

－

●

－

●

－

●

●

［CD部］
   94 dB（1 KHz）/
   92 dB（1 KHz）

－

   178 mm（W）
   50 mm（H）
   165 mm（D）

－

－

10.0 A 

1.0 Kg

●
　WMA, MP3, AAC,

   WAV, FLAC

－

－

DEH-5600

＊4■

＊14

液晶
（VA方式）

英数

－

■
（別売）

●

●
（MTP/AOA2.0）

●
「ワイドFM対応」

50 W×4ch 

SW or Rear

－
（2.0 V/1 KΩ）

●
（F/R共通）

●

1行、半角13

－

●

－

●

－

●
WMA, MP3, 

WAV

－

－

－

5バンド GEQ.

●

－

●

－

－

－

●

●

［CD部］
94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

－

178 mm（W）
50 mm（H）
165 mm（D）

－

－

10.0 A 

1.0 Kg

●
WMA, MP3,

WAV

－

－

DEH-4600

＊8

＊4■

また通信履歴や電話帳を表示させるためにはPBAPプロファイルが必要です。 ＊11 アドバンスド・サウンドレトリバーとSFCの併用はできません。 ＊12 対応ソースは、USB、iPodとなります。 ＊13 外部機器の接続時には、AV入力用変換ケーブル
「CD-VRM200」ならびにミニジャック延長ケーブル（AV用）「CD-V200ME」等が必要になる場合があります。 ＊14 リアスピーカー出力設定の切換えによりサブウーファーを内蔵アンプでダイレクト駆動することもできます。 ＊15 DVD/外部入力/USB等
の映像が出力可能です。 ＊16 AKM高性能24 bitアドバンスド・マルチビット方式×4 ＊17 バーブラウン高性能96 kHZ/24 bitΔΣ方式 ＊18 Android Auto使用時は、Android Autoソースとなり、車載機ソース画面でも音楽再生が可能となります。 
＊19 USBの有線接続は、音楽再生には非対応ですが、iPhone、スマートフォン（Android）の給電は可能です。

＊1 USBを本体に接続した時に、運転、本体操作の妨げになるような場合には、別売のUSB延長ケーブル「CD-U51E」を使用してください。 ＊2 iPhone、iPodの接続には別途接続用ケーブルが必要な場合があります。使用するケーブルの詳細や
iPhone、 iPod接続対応機種に関してはP.59の「iPhone、iPod接続情報」をご覧ください。 ＊3 Android 4.0以降のスマートフォンが対応。機種の仕様によっては対応していないものがあります。また接続時にはスマートフォンに付属のUSB変換ケーブルが
必要です。スマートフォン付属のケーブルは長時間放置しないでください。車内に常設する場合は別売のUSB変換ケーブル「CD-U320」に同梱されているUSBケーブル（0.5m）のみを使用してください。 ＊4 車種によって別売のステアリングリモコン
ケーブルもしくはアダプターが必要となります。詳しくは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。 ＊5 漢字かなタイトル表示はレインボーブック/シフトJISに準拠しています。 ＊6 「Apple CarPlay」使用時、Bluetoothオーディオは無効
となります。＊7 放送局名表示に対応。 ＊8 別売のリモコン「CD-R500」が必要です。 ＊9 別途モニターを接続した場合には英数タイトル表示6行までが可能となります｡＊10 携帯電話やOSのバージョンによっては、機能が使用できない場合があります。

機　種　名

DMH-SZ700 FH-7600SC

＊7

＊19

＊19

＊7＊7

＊15

6.8V型
WVGA液晶

6.8V型
WVGA液晶9V型HD液晶

漢字/かな/
カナ/英数

●
（USB）

●
（同梱）

●
（同梱）

●
（同梱）

●

●
（MTP）

●
Bluetooth接続のみ対応

●
Bluetooth接続のみ対応

●
iPhone

●
（MTP）

●
iPhone

●
（MTP）

●
「ワイドFM対応」

50 W×4ch 

●
「ワイドFM対応」

50 W×4ch 

●
「ワイドFM対応」

50 W×4ch 

F/R/SW or
 High/Mid/Low F/R/SW

●
（4.0 V）

F/R/SW or
 High/Mid/Low

●
（4.0 V）

F/R/SW or
 High/Mid/Low

●
（4.0 V）

● ●●●

●

3行、
文字数は可変

漢字/かな/
カナ/英数

漢字/かな/
カナ/英数

－

■

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

3行、
文字数は可変

3行、
文字数は可変

－

－

－

●
（USB）

●
（USB）

－－

－－

－－

－－

●
DivX®, WMA,

MP3, AAC, MPEG

●
DivX®, WMA,

MP3, AAC, MPEG

＊4■＊4■＊4

●

－

●

13バンド GEQ.

●

●
（3ウェイ）

●

●

－

●

13バンド GEQ.

●

●
（3ウェイ）

－－

13バンド GEQ.

●

●
（3ウェイ）

－

●

●

－

●

●

－

●

●

－

●

●●

●
（RCA/3.5φミニ）

－－－

－－

－－

－－

●

［DVD部］
91 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

－

178 mm（W）
100 mm（H）
164 mm（D）

178 mm（W）
100 mm（H）
165 mm（D）

178 mm（W）
100 mm（H）
87 mm（D）

178 mm（W）
50 mm（H）
165 mm（D）

●

●

－

●

＊15

●
（3.5φミニ）

●

●

＊15

●
（3.5φミニ）

●

＊14●＊14●

●

10.0 A 10.0 A 10.0 A 10.0 A 

1.4 Kg 1.2 Kg2.1 Kg 0.9 Kg

●
WMA, MP3, AAC,

WAV, FLAC

●
 MP3, AAC,
WAV, FLAC

●
MPEG, H.264,
DivX®, JPEG

●
H.264/AVC, H.263,
 AVI, H.265, H.264, 
MPEG4,  FLV, MPEG2

＊6●＊6●＊6

－

－

－－ －－－－ － － － －－－ － －－ －

－

＊14 ●＊14

FH-8500DVS

●
WMA, MP3, AAC,
WAV, FLAC, DSD

●
WMA, MP3, AAC,
WAV, FLAC, DSD

●
H.264, H.263, VC-1,

DivX®, MPEG4, MPEG2
JPEG, PNG, BMP

●
H.264, H.263, VC-1,

DivX®, MPEG4, MPEG2
JPEG, PNG, BMP

メインユニット機能比較表
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■：別売の商品またはオプションなどが必要となります。 

仕
様
・
オ
プ
シ
ョ
ン



［VREC-DZ800DC］■記録媒体:microSDHC/microSDXCカード class10（16GB～128GB） ■有効画素数:約200万画素（フロント）/約200万画素（リア） ■記録画角:水平130°垂直68°対角160°（フロント）/水平112°垂直58°対角137°（リア） ■F値:F2.0
（フロント）/F1.9（リア） ■録画モード:1920×1080P/1280×720P ■GPS:搭載 ■Gセンサー:3軸Gセンサー ■記録方法:連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 ■録画ファイル構成:1分/3分/5分 ■ディスプレイ:2.0インチ液晶 ■音声録音:
ON/OFF可能 ■フレームレート:27.5fps ■画素圧縮方式（動画）:MP4（H.264） ■電源電圧:本体 DC12V（専用電源ケーブル付属） ■消費電力:約4.2W ■外形寸法（W×H×D）:106.1mm×78mm×46.7mm（本体）/63.2mm×37.1mm×31.6mm
（リアカメラ） ■本体質量:145g（ブラケットなどを除く）、リアカメラ:35g ■取付推奨角度:30°～60°（本体）■動作温度:－10℃～＋60℃  ［VREC-DH301D］■記録媒体：microSDHC/microSDXC カード class10（16GB～128GB） ■有効画素数：約370万
画素（フロント）/約200万画素（リア） ■記録画角：水平112°垂直60°対角135°（フロント）/水平105°垂直55°対角128°（リア） ■F値：F1.4（フロント）/F1.8（リア） ■録画モード：2560×1440P/1920×1080P（フロント）/1920×1080P（リア） ■GPS：搭載 
■Gセンサー：3軸Gセンサー ■記録方式：連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 ■録画ファイル構成：1分/3分 ■ディスプレイ：3.0インチ液晶 ■音声録音：ON/OFF 可能 ■フレームレート：27.0 fps ■画素圧縮方式（動画）：MP4
（H.264/H.265） ■電源電圧：本体DC5V（12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属） ■消費電力：約4.2W ■外形寸法（W×H×D）：90.5mm×101.9mm×36mm（本体）/58.9mm×25.1mm×31.5mm（リアカメラ） ■本体質量：125g（ブラケット
含む）、リアカメラ:250g（ケーブル含む） ■取付推奨角度：20°～75°（本体）/0°～90°（リアカメラ） ■動作温度：－10°C ～＋60°C  ［VREC-DH700］■記録媒体:microSDHCカード class10（8GB～32GB） ■有効画素数:約300万画素 ■記録画角:水平110°
垂直56°対角132° ■F値:F1.8 ■録画モード:3M高画質（2304×1296P）/高画質（1920×1080P）/標準画質（1280×720P）/長時間モード1（1280×720P）/長時間モード2（1280×720P） ■GPS:搭載（準天頂衛星みちびき対応） ■Gセンサー:3軸Gセン
サー ■記録方法:連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 ■録画ファイル構成:1分/3分/5分 ■ディスプレイ:2.4インチ液晶 ■音声録音:ON/OFF可能 ■フレームレート:27.5fps ■画素圧縮方式（動画）:MP4（H.264 + ADPCM codec） ■画素
圧縮方式（写真）:JPEG ■外部入力:RCA映像入力（コンポジット入力） ■電源電圧:本体DC5V（12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属） ■消費電力:3.7W（充電時4.5W） ■外形寸法:78.5（幅）×68（高さ）×36.8（奥行）mm（突起部除く） ■本体重量:
110g（取付ブラケット、シガーライター電源ケーブル等を除く） ■取付可能角度:5°～85°  ［VREC-RH200］■記録媒体:microSDHC/microSDXCカード class10（16GB～128GB） ■有効画素数:約200万画素 ■記録画角:水平114°垂直62°対角130°■F値:
F1.8 ■録画モード:1920×1080P ■GPS:搭載 ■Gセンサー:3軸Gセンサー ■記録方法:連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 ■録画ファイル構成:3分 ■音声録音:ON/OFF可能 ■フレームレート:27.5fps ■画素圧縮方式（動画）:AVI
（H.264/G771） ■画素圧縮方式（写真）:JPG ■電源電圧:12V/24V（専用シガーライター電源ケーブル付属） ■内蔵バッテリー容量:140mAh ■消費電力:約1.3W（充電時:約1.65W） ■外形寸法（W×H×D）:32mm×32mm×34mm（突起物、取付ブラ
ケット、シガーライター電源ケーブル等を除く） ■本体質量:70g（取付ブラケット、シガーライター電源ケーブル等を除く） ■取付可能角度:15°～70° ［VREC-DS810DC］■記録媒体:microSDHC/microSDXCカード class10以上（16GB～128GB） ■有効画素
数:約200万画素（車載用高感度CMOSセンサー） ■記録画角:水平125°垂直 67°対角148° ■F値:F2.0 ■録画モード:1920×1080P/1280×720P ■GPS:搭載 ■Gセンサー:3 軸Gセンサー2基搭載（6段階＋OFFのレベル調整が可能） （走行時はフロント
カメラ、駐車監視時は本体に搭載のGセンサーを使用） ■記録方法:連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 ■録画ファイル構成:1分/3分 ■音声録音:ON/OFF可能 ■映像出力:HDMI:720p AUX:NTSC1Vp-p ■フレームレート:センサー部
27.5fps/録画・再生30fps ■画素圧縮方式（動画）:MP4（H.264）、写真JPEG ■電源電圧:本体 DC14.4V（専用電源ケーブル付属） ■消費電流:0.36A（セキュリティモード待機時:約3mA） ■外形寸法（W×H×D）:76mm×100 mm×27mm（本体）
/26mm×28.5mm×35mm（フロントカメラ）/26mm×28.5 mm×37.5mm（リアカメラ） ■本体質量:150g（ブラケットなどを除く）、フロントカメラ:130g（フロントカメラ、ブラケット、ケーブル含む）リアカメラ:105g（リアカメラ、ブラケット、ケーブル含む） 
■カメラ取付推奨角度:20°～80°（フロントカメラ）/20°～90°、0°～50°（リアカメラ） ■動作温度:－10℃～＋60℃ ［VREC-DS800DC］■記録媒体:microSDHC/microSDXCカード class10以上（16GB～128GB） ■有効画素数:約200万画素（フロント/リア） 
■記録画角:水平125°垂直67°対角148°（フロント/リア） ■ F値:F2.0（フロント/リア） ■録画モード:1920×1080P/1280×720P（フロント/リア） ■画像補正技術:WDR機能 ■GPS:ナビゲーション連動 ■Gセンサー:3軸Gセンサー 2基搭載 ■記録方式:連続
録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画/静止画 ■録画ファイル構成:1分/3分 ■音声録音:ON/OFF可能 ■フレームレート:センサー部27.5fps/録画・再生30fps ■画素圧縮方法（動画）:MP4（H.264） ■画素圧縮方法（写真）:JPEG ■電源電圧:
DC14.4V（10.8V～15.1V） ■電源・AVケーブル:ギボシ端子形状 ■消費電流:0.36A（セキュリティーモード待機時:約3mA） ■外形寸法（W×H×D）:76mm×100mm×27mm（本体部:ブラケットを含む）、26mm×28.5mm×35mm（フロントカメラ）、
26mm×28.5mm×37.5mm（リアカメラ） ■本体重量:150g（本体）130g（フロントカメラ、ブラケット、ケーブル含む）105g（リアカメラ、ブラケット、ケーブル含む） ■取付推奨角度:20°～80°（フロントカメラ）20°～90°、 0°～50°（リアカメラ）  
［VREC-DS600］（本体部） ■記録媒体:microSDHCカードclass4（8GB～32GB） ■有効画素数:212万画素 ■記録画角:水平107°垂直57°対角121° ■F値:F2.0 ■録画モード:1920×1080P/1280×720P/848×480P ■画像補正技術:WDR機能 ■Gセン
サー:3軸Gセンサー内蔵 ■記録方式:連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画（セキュリティモード） ■録画ファイル構成:1分/3分/5分 ■音声録音:ON/OFF設定 ■フレームレート:27.5fps ■画像圧縮方式:動画MOV（H.264）、写真JPEG 
■電源電圧:12V（専用電源ケーブル付属） ■電源・AVケーブル:電源ギボシ端子形状AV出力映像・音声出力ミニピンジャック、ドライブレコーダーリンク接続用ケーブル ■消費電流:190mA（セキュリティーモード待機時:約1mA） ■外形寸法:55（幅）×99
（高さ）×25（奥行）mm（本体部）41（幅）×32（高さ）×45（奥行）mm（カメラ部） ■本体重量:70g（ブラケット、接続ケーブル等を除く）

メインユニット：iPhone、iPod接続情報

DMH-SF700

FH-8500DVS
FH-6500DVD

DVH-570

FH-4600

MVH-7500SC

DEH-6600  DEH-5600
MVH-6600  MVH-5600

FH-3100
DEH-4600  MVH-3600

DEH-7100

DEH-P01

◯ ※3、11、12 ◯ ※3、11、12、13 ◯ ※3、11、12

◯ ※5、6、7、8、9◯ ※5、6、8、9、13

◯ ※5、8、9、13

◯ ※5、6、8、9

◯ ※5、6、7、8、9

◯ ※5、6、8、9、10

◯ ※5、6、8、9

◯ ※3、11、15 ◯ ※3、11、14

◯ ※5、6、7、8 ◯ ※5、6、7、8

◎ ※3、4

◎ ※3、11 ◎ ※3、11 ◎ ※3、11、13◎ ※3、11、14

◎ ※3、11 ◎ ※3、11、13

◎ ※3

◎ ※3

◎ ※3

◎ ※3、7

カースピーカー等仕様表

ドライブレコーダーユニット主な仕様

カスタムフィットスピーカー
型番

TS-V173S

TS-C1730SⅡ

TS-C1736SⅡ

TS-C1630SⅡ

180 W

180 W

180 W

160 W

180 W

160 W

160 W

160 W

100 W

160 W

160 W

100 W

100 W

瞬間最大入力

50 W

50 W

50 W

45 W

50 W

45 W

35 W

30 W

20 W

35 W

30 W

20 W

20 W

定格入力

90 dB

90 dB

90 dB

89 dB

90 dB
89 dB

91 dB

91 dB

89 dB

91 dB

91 dB

88 dB

83 dB

出力音圧レベル

4 Ω

4 Ω

4 Ω

4 Ω

4 Ω
4 Ω

4 Ω

4 Ω

4 Ω

4 Ω

4 Ω

4 Ω

6 Ω

インピーダンス 保証書

TS-C1730Ⅱ
TS-C1630Ⅱ

TS-F1740SⅡ
TS-F1640SⅡ

TS-F1040SⅡ

TS-F1740Ⅱ

TS-F1640Ⅱ

TS-F1040Ⅱ

TS-H101-BM

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

質量（1個）
ウーファー部　トゥイーター部

0.13 kg

0.06 kg

0.22 kg

0.06 kg

ー

ー

0.05 kg

0.05 kg

0.05 kg

ー

ー

ー

ー

0.56 kg

0.78 kg

0.78 kg

0.64 kg

0.80 kg
0.66 kg

0.68 kg

0.67 kg

0.44 kg

0.71 kg

0.70 kg

0.47 kg

0.50 kg

再生周波数帯域

31 Hz～65 000 Hz

33 Hz～64 000 Hz

33 Hz～65 000 Hz

35 Hz～64 000 Hz

33 Hz～64 000 Hz
35 Hz～64 000 Hz

30 Hz～58 000 Hz

34 Hz～58 000 Hz

42 Hz～58 000 Hz

30 Hz～58 000 Hz

34 Hz～58 000 Hz

44 Hz～58 000 Hz

40 Hz～60 000 Hz

スピーカー構成

17 cm2層構造カーボンファイバーコーンウーファー、2.5 cmデュアルアークリングダイアフラムトゥイーター

17 cm2層構造アラミドファイバーコーンウーファー、2.9 cmバランスドドームトゥイーター

17 cm2層構造アラミドファイバーコーンウーファー、4 cmバランスドドームトゥイーター

16 cm2層構造アラミドファイバーコーンウーファー、2.9 cmバランスドドームトゥイーター

17 cm2層構造アラミドファイバーコーンウーファー、2.9 cmバランスドドームトゥイーター

16 cm2層構造アラミドファイバーコーンウーファー、2.9 cmバランスドドームトゥイーター

17 cmIMCCウーファー、2.9 cmバランスドドームダイアフラムトゥイーター

16 cmIMCCウーファー、2.9 cmバランスドドームダイアフラムトゥイーター

10 cmIMCCウーファー、2.9 cmバランスドドームダイアフラムトゥイーター

17 cmIMCCウーファー、2.9 cmバランスドドームダイアフラムトゥイーター

16 cmIMCCウーファー、2.9 cmバランスドドームダイアフラムトゥイーター

10 cmIMCCウーファー、2.5 cmバランスドドームダイアフラムトゥイーター

10 cmIMCCウーファー、2.9 cmバランスドドームダイアフラムトゥイーター

サテライトスピーカー/BOXスピーカー

P.44

P.43～44

TS-STX510

型番 保証書

●

●

TS-X180 ̶

5.7 cm IMCCフルレンジ

スピーカー構成

8.5 cm×8.0 cm 角型片面駆動HVTユニット、
3.3 cm バランスドドーム ダイアフラム トゥイーター

13 cmコーンウーファー、2.7 cmホーントゥイーター、
2.0 cmドームスーパートゥイーター

75 W

瞬間最大入力

100 W

 80 W

15 W

定格入力

20 W

25 W

再生周波数帯域

70 Hz～40 000 Hz

100 Hz～30 000 Hz

75 Hz～20 000 Hz

78 dB

出力音圧レベル

82 dB

89 dB

4 Ω

4 Ω

4 Ω

インピーダンス

7 m

コード長

7 m

4.55 m

0.79 kg

質量（1個）

0.60 kg

1.0 kg

261 mm（W）×36 mm（H）×105 mm（D）

外形寸法

74 mm（W）×95 mm（H）×105 mm（D）
TS-STX510-B ●5.7 cm IMCCフルレンジ 100 W 20 W 100 Hz～30 000 Hz 82 dB 4 Ω 7 m 0.60 kg 74 mm（W）×95 mm（H）×105 mm（D）

301 mm（W）×110 mm（H）×165 mm（D）

＊TS-STH1100/STX510-B/STX510は出力音圧レベルで表裏両面のコーン紙から放射される音圧としての理論値です。

ユニットスピーカー（パイオニアグローバルシリーズ） P.46

型番

TS-A6970F
TS-A1670F
TS-A1370F
TS-G1010F
＊付属品含む

600 W
320 W
300 W

瞬間最大入力

190 W

100 W
70 W
50 W

定格入力

30 W

89 dB
87 dB
87 dB

出力音圧レベル

89 dB

4 Ω
4 Ω
4 Ω

インピーダンス

4 Ω

4.5 m
2.0 m
2.0 m

コード長

0.3 m

1.25 kg＊
0.80 kg＊
0.69 kg＊

質量（1個）

0.34 kg＊

184 mm×264 mm×103 mm（D）
φ 176 mm×76 mm

φ 155 mm×78 mm（D）

外形寸法

φ 134 mm×60 mm（D）

保証書

●
●
●
●

再生周波数帯域

34 Hz～25 000 Hz
37 Hz～24 000 Hz
40 Hz～36 000 Hz
44 Hz～25 000 Hz

スピーカー構成

16 cm×24 cm IMPP™コーンウーファー
16.5 cm IMPP™コーンウーファー
13 cm IMPP™コーンウーファー
10 cm デュアルコーンウーファー

117.5 mm×166.6 mm×72 mm（D）
φ 158 mm×48 mm（D）
φ 137 mm×52 mm（D）

取付寸法

φ 117 mm×45 mm（D）

パワードサブウーファー（パイオニアグローバルシリーズ） P.48

型番 保証書

TS-WX300TA ●

TS-WX300A ●

TS-WX1210A

●

TS-WX1010A

●

質量

9.71 kg

10.4 kg

10.8 kg

8.92 kg

外形寸法

φ 332 mm（W・H）
× 663 mm（D）

φ 327 mm（W・H）× 175 mm（D）

503 mm（W）×378 mm（H）
×318 mm（D）

528 mm（W）×380 mm（H）
×279 mm（D）

●450 mm（W）×338 mm（H）
×238 mm（D）

コード長

スピーカーコード5 m、電源コード5 m、
RCA接続用コード0.2 m

スピーカーコード5 m、電源コード5 m、
RCA接続用コード0.2 m

スピーカーコード5 m、電源コード5 m、
リモコン5 m、RCA接続用コード0.2 m
スピーカーコード5 m、電源コード5 m、
リモコン5 m、RCA接続用コード0.2 m

最大消費電流

13 A

13 A

13 A

13 A

ローパスフィルター

80 Hz
（－12 dB/oct.）
50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.）

50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.）
50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.）

再生周波数帯域

20 Hz
～130 Hz

20 Hz
～130 Hz

20 Hz
～125 Hz

20 Hz
～125 Hz

瞬間最大入力

1 300 Ｗ

1 300 Ｗ

1 300 Ｗ

1 100 Ｗ

定格入力

350 Ｗ

350 Ｗ

350 Ｗ

300 Ｗ

瞬間最大出力

280 Ｗ

280 Ｗ

280 Ｗ

280 Ｗ

出力音圧レベル

114 dB

113 dB

114 dB

112 dB

スピーカー構成

30 cmバスレフ型サブウーファー

30 cmバスレフ型サブウーファー

30 cm密閉型サブウーファー

TS-WX1220AH 23.7 kg 745 mm（W）×400 mm（H）
×459 mm（D）

電源コード（＋）5 m、電源コード（－）1.5 m、
システムリモートコード5 m50 A50 Hz～200 Hz

（－12 dB/oct.）
20 Hz

～2.9 kHz3 000 Ｗ 1 000 Ｗ 1 200 Ｗ 118 dB30  cm×2バスレフ型サブウーファー

25 cm密閉型サブウーファー

＊付属品含む

パワードサブウーファー P.47

型番 保証書

TS-WX70DA ●

TS-WX400DA ●

TS-WX130DA ●

スピーカー構成

16 cm射出成形PPコーン振動板
サブウーファー×2（アンプ内蔵）
24 cm×14 cm密閉型ダウンファイヤリング
サブウーファー（アンプ内蔵）
20 cm×13 cm平面アルミニウム振動板
サブウーファー（アンプ内蔵）

質量

10.4 kg＊

4.10 kg＊

3.5 kg＊

外形寸法

850 mm（W）×97 mm（H）
×323 mm（D）

300 mm（W）×100 mm（H）
×200 mm（D）

280 mm（W）×70 mm（H）
×200 mm（D）

コード長

スピーカーコード5 m、
電源コード5 m、リモコン5 m

スピーカーコード5 m、
電源コード5 m、リモコン5 m

スピーカーコード5 m、
電源コード5 m、リモコン5 m

最大消費電流

10 A

9.4 A

4.3 A

ローパスフィルター

50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.）
50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.）
50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.）

出力音圧レベル（車室内音圧）

104 dB（DEEP）
110 dB（DYNAMIC）

100 dB（DEEP）
100 dB（DYNAMIC）

95 dB（DEEP）
100 dB（DYNAMIC）

再生周波数帯域

DEEP：20 Hz～250 Hz
DYNAMIC：40 Hz～250 Hz

DEEP：20 Hz～100 Hz
DYNAMIC：20 Hz～100 Hz

DEEP：20 Hz～200 Hz
DYNAMIC：40 Hz～160 Hz

最大出力

200 W

250 W

160 W

＊付属品含む

HVTパワードサブウーファー P.47

型番 保証書

TS-WH1000A ●

TS-WH500A ●

スピーカー構成

21 cm×8 cm 2面角型両面駆動HVTユニット
サブウーファー（アンプ内蔵）
18 cm×10 cm 2面角型両面駆動HVTユニット
サブウーファー（アンプ内蔵）

質量

5.28 kg＊

4.5 kg＊

外形寸法

360 mm（W）×45 mm（H）
×270 mm（D）

340 mm （W）×60 mm （H）
×250 mm（D）

コード長

スピーカーコード5 m、
電源コード6 m、リモコン6 m

スピーカーコード5 m、
電源コード5 m、リモコン6 m

最大消費電流

14 A

7 A

ローパスフィルター

50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.）
50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.)

出力音圧レベル（車室内音圧）

89 dB

98 dB

再生周波数帯域

20 Hz～200 Hz

20 Hz～200 Hz

最大出力

200 W

150 W

＊付属品含む

パワードサブウーファー（BASS SOUND CREATOR） P.47

型番 保証書

TS-WX010A ●

スピーカー構成 質量

1.51 kg＊

外形寸法

230 mm（W）×70 mm（H）
×116 mm（D）

コード長

スピーカーコード2.5 m、
電源コード2.5 m

最大消費電流

4.2 A

ローパスフィルター

50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.）

出力音圧レベル

98 dB

再生周波数帯域最大出力

160W

パワーアンプ P.48

型番 保証書

GM-D8400 ●

GM-D8100 ●

GM-D1400Ⅱ ●

外形寸法

252 mm(W)×60 mm(H)×215 mm(D)

252 mm(W)×60 mm(H)×215 mm(D)

181 mm(W)×38 mm(H)×64 mm(D)

入力レベル

<RCA>0.2～6.5 V
 <スピーカー>0.8～1.6 V

<RCA>0.2～6.5 V
 <スピーカー>0.8～1.6 V

<RCA>1.0 V
<スピーカー>10.0 V

負荷インピーダンス

4 Ω（2 Ω～8 Ω）

4 Ω（1 Ω～8 Ω）

4 Ω（2 Ω～8 Ω）

消費電流

29 A
（定格出力時、4 Ω）

22 A
（定格出力時、4 Ω）

15 A
（定格出力時、4 Ω）

周波数特性

10 Hz～50 kHz
（+0dB , -3dB）

10 Hz～240 Hz
（+0dB , -3dB）

10 Hz～40 kHz
(+0 dB、-3 dB)

SN比

95 dB

100 dB

90 dB

定格出力

100 W×4 ch（4 Ω）/150 W×
4 ch（2 Ω）/300 W×2 ch（4 Ω）

300 W×1 ch（4 Ω）/500 W×
1 ch（2Ω）/800 W×1 ch（1 Ω）

45 W×4 ch（4 Ω/2 Ω）/
90 W×2 ch（4 Ω）

最大出力

200 W×4 ch（4 Ω）/
600 W×2 ch（4 Ω）
600 W×1 ch（4 Ω）/
1 000 W×1 ch（2 Ω）
1 600 W×1 ch（1Ω）
100 W×4 ch（4 Ω）/
200 W×2 ch（4 Ω）

パワーアンプ（ハイエンド・オーディオ） P.49

型番 保証書

RS-A09x ●

RS-A99x ●

●

●

取付寸法

258 mm（W）×63 mm（H）×360 mm（D）

258 mm（W）×63 mm（H）×360 mm（D）

最大入力レベル

10 V（スーパーハイボルテージモードON時）
  5 V（スーパーハイボルテージモードOFF時）
10 V（スーパーハイボルテージモードON時）
  5 V（スーパーハイボルテージモードOFF時）

負荷インピーダンス

4 Ω（2 Ω～8 Ω）

4 Ω（2 Ω～8 Ω）

消費電流

24 A（定格出力時/4 Ω）、
3A（無信号時）

27 A（定格出力時/4 Ω）、
3 A（無信号時）

周波数特性

10 Hz～100 kHz
（+0dB , -1dB）
10 Hz～100 kHz
（+0dB , -1dB）

SN比

109 dB＊

108 dB＊

108 dB＊

定格出力

100 W×2 ch（4 Ω）、150 W×2 ch（2 Ω）、
300 Ｗ×1 ch（4 Ω）

50 W×4 ch（4 Ω）、75 W×4 ch（2 Ω）、
150 Ｗ×2 ch（4 Ω）

最大出力

200 W×2 ch（4 Ω）/
600 W×1 ch（4 Ω）
100 W×4 ch（4 Ω）/
300 W×2 ch（4 Ω）

＊IHF-A networkとなります。

PRS-A900

PRS-D800

282 mm（W）×65 mm（H）×371 mm（D）

255 mm（W）×50 mm（H）×104 mm（D）

4Ω（2 Ω～8 Ω）

4Ω（2 Ω～8 Ω）

6.5 V

6.5 V

28 A
（定格出力時、4 Ω）

23 A
（定格出力時、4 Ω）

10 Hz～100 kHz
（+0dB、-1dB）

10 Hz～50 kHz
（+0dB、-3dB）105 dB

50 W×4（4 Ω）/50 W×4（2 Ω）/
100 W×2（4 Ω）

125 W×2（4 Ω）/150 W×2（2 Ω）/
300 W×1（4 Ω）

100 W×4（4 Ω）/
100 W×4（2 Ω）/
200 W×2（4 Ω）

250 W×2（4 Ω）/
600 W×1（4 Ω）

PRSスピーカー（ハイエンド・オーディオ） P.50

型番 保証書

TS-Z172PRS ●

●

●

TS-Z132PRS ●

TS-S062PRS ●

TS-W252PRS ●

スピーカー構成

17 cm3層構造IMXアラミドファイバーコーンウーファー、
2.8 cmソフトドームダイアフラムトゥイーター
13 cm3層構造IMXアラミドファイバーコーンウーファー、
2.8 cmソフトドームダイアフラムトゥイーター

6.6 cm2層構造振動板ミッドレンジ

25 cm3層構造振動板サブウーファー

質量（1個）
ウーファー部　トゥイーター部

0.1 kg

0.89 kg※3

1.21 kg

0.1 kg0.87 kg

̶

̶

  0.3 kg

̶11.6 kg

インピーダンス

4 Ω

4 Ω

4 Ω

4 Ω

4 Ω

4 Ω

出力音圧レベル

89 dB

84 dB

84 dB

86 dB

85 dB※4※5

84 dB

再生周波数帯域

25 Hz～35 000 Hz

30 Hz～90 000 Hz

173 Hz～90 000 Hz

30 Hz～35 000 Hz

100 Hz～40 000 Hz※4
  80 Hz～40 000 Hz※5

20 Hz～2 400 Hz

定格入力

50 W

50 W

50 W

30 W

50 W（fc=800 Hz、 -12 dB/oct.以上）※4
15 W（fc=400 Hz、 -12 dB/oct.以上）※5

400 W

瞬間最大入力

200 W

150 W

200 W（fc=800 Hz、 -12 dB/oct.以上）※4
60 W（fc=400 Hz、 -12 dB/oct.以上）※5

800 W

チューンアップトゥイーター P.45

型番 保証書

＊ 4Ω換算値を記載。 ＊＊ インラインネットワークケーブル0.35m含む。

スピーカー構成 定格入力 再生周波数帯域 出力音圧レベル インピーダンス コード長 質量（1個）瞬間最大入力

TS-T440Ⅱ ●2.9 cmバランスドドームトゥイーター 35 W＊ 1 400 Hz～58 000 Hz 88 dB 6 Ω 2 m 0.05 kg160 W＊
TS-T730Ⅱ ●2.9 cmバランスドドームトゥイーター 50 W＊ 1 300 Hz～64 000 Hz 90 dB 6 Ω 2 m

2 m

0.12 kg180 W＊
TS-T736Ⅱ
TS-T930

●
●

4 cmアルミニウム合金製バランスドドームトゥイーター 50 W＊ 1 200 Hz～65 000 Hz
2 200 Hz～65 000 Hz

89 dB
88 dB

6 Ω
6 Ω

1.55 m＊＊ 0.15 kg
0.22 kg

180 W＊
50 W＊180 W＊

125 mm（W）×66 mm（H）×30 mm（D）
55 mm（W）×62 mm（H）×59 mm（D）

42 mm（W）×52 mm（H）×55 mm（D）
38.2 mm（W）×51.7 mm（H）×38.1 mm（D）

外形寸法

［TS-Z1000RS同梱パッシブクロスオーバーネットワーク］  ●クロスオーバー周波数：3 500Hz  ●カットオフスロープ：＜ローパスフィルター＞-12 dB/oct.  ＜ハイパスフィルター＞-12 dB/oct.  ●外形寸法：120 mm（W）×40 mm（H）×156 mm（D）  ●質量（1個）：0.60 kg

RSスピーカー（ハイエンド・オーディオ）
型番

TS-Z1000RS
TS-S1000RS
TS-W1000RS

120 W
50 W
300 W

瞬間最大入力

50 W
15 W
150 W

定格入力

89 dB
88 dB
86 dB

出力音圧レベル

4 Ω
4 Ω
4 Ω

インピーダンス 保証書

●
●
●

質量（1個）
 ウーファー部　トゥイーター部

0.34 kg（1個） 
̶
̶

1.80 kg（1個） 
0.50 kg（1個） 
7.30 kg（1個） 

P.50

再生周波数帯域

33 Hz～48 000 Hz
160 Hz～33 000 Hz
21 Hｚ～3 700 Hｚ

スピーカー構成

17 cm一体型二層構造コーンミッドバス、3.0 cmデュアルアークリングトゥイーター
6.6 cm一体型二層構造コーンミッドレンジ
25 cm一体型三層構造コーンサブウーファー

サブウーファー（パイオニアグローバルシリーズ） P.48

型番

TS-WX3030
TS-WX2530
TS-WX2030

1 500 W
1 200 W
700 W

瞬間最大入力

400 W
300 W
250 W

定格入力

88 dB
86 dB
84 dB

出力音圧レベル

2 Ω
2 Ω
2 Ω

インピーダンス

別売
別売

別売

別売

配線コード

11.1 kg

6.52 kg

7.63 kg
4.96 kg

質量

600 mm（W）×170（176）mm（H）×350mm（D） 
530 mm（W）×150（161）mm（H）×300mm（D） 
350 mm（W）×130（146）mm（H）×250mm（D） 

外形寸法  （　）内はダウンファイヤリング時取付寸法 保証書

●
●
●

再生周波数帯域

20 Hz～1 000 Hz

500 W

定格入力

92 dB

出力音圧レベル

4 Ω

インピーダンス 配線コード 質量 外形寸法再生周波数帯域

20 Hz～1 600 Hz

20 Hz～900 Hz
25 Hz～1 400 Hz

スピーカー構成

30 cmキャビネットタイプサブウーファー
25 cmキャビネットタイプサブウーファー
20 cmキャビネットタイプサブウーファー

同軸73mm CSTドライバー、
専用クロスオーバーネットワーク同梱TS-HX900PRS

17cm 2層構造カーボンファイバーコーンウーファー、
同軸73mm CSTドライバー
専用セパレート型クロスオーバーネットワーク同梱

180 W

180 W

TS-Z900PRS

※1 付属品を含む1個   ※2 梱包材を含む2個    ※3 付属品を含む1個   ※4 バックチャンバー装着時　※5 ユニット単品時

質量     1.90 kg※1
総質量 4.50 kg※2

20 Hz～200 Hz17cm×8cmトラック型アルミニウム振動板
サブウーファー（アンプ内蔵）

＊付属品含む

ユニットサブウーファー（パイオニアグローバルシリーズ） P.48

型番 保証書

TS-W312S4 ●

スピーカー構成 瞬間最大入力

1 600W

※13 iPhoneまたはiPod電源OFF時から接続した場合、音声がスピーカーから出力されないなど動作が不安定になる場合があり
ます。再接続で復帰します。※14 動作確認済みのソフトウェアバージョンは、14.2となります。※15 動作確認済みのソフトウェア
バージョンは、14.3となります。

※1 商品に同梱されているUSBケーブルと組合わせて接続してください。iPhone、iPodに付属のケーブルもご使用になれますが、
車室内に常設する場合は別売りのiPhone/iPod用USB変換ケーブル「CD-IU010（P.67参照）」をご使用ください。※2 ケーブルの
同梱はありません。または、同梱されているケーブルは使用できません。「CD-IU010」または「CD-IU021（P.67参照）」を使用して接続
してください。※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。
※4 動作確認済みのソフトウェアバージョンは、15.0となります。※5 トラックアップ・ダウン以外の操作には、スマートフォンアプリ
「Pioneer Smart Sync」が必要となります。※6 1曲リピート時、車載機側の再生時間が次曲に移ってもリセットされず、継続したまま
カウントされる場合があります。※7 再生中の曲情報やアートワークが正しく表示されない場合があります。※8 スマートフォンアプリ
「Pioneer Smart Sync」のバージョンによっては使えない機能があります。※9 スマートフォンアプリ「Pioneer Smart Sync」との連携
が切れたりなど動作が不安定にある場合があります。再接続で復帰します。※10 動作確認済みのソフトウェアバージョンは、15.0.2
となります。※11 シャッフル再生が正常に動作しない場合があります。※12 「CHECK USB」と表示され、動作しない場合があります。

2.5 cmデュアルアークリングダイアフラムトゥイーター

30cmキャビネットタイプサブウーファー

2022年9月現在オーディオ再生 ： iPhone/iPod用USB変換ケーブル「CD-IU010（別売）」希望小売価格4,400円（税込）※1

15.1 15.1ソフトウェアバージョン

機 種

iPhone iPod touch
11 Pro Max、
11 Pro、11 

※2
XR
※2

Xs Max、Xs、X 8 Plus、8 7 Plus、7 6s Plus、6s
SE

［第2世代］
※2

第7世代SE
［第1世代］

メインユニット（またはカーナビ等のモニター部）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iPodと同じ感覚で操作が可能です。

メインユニット（またはカーナビ等のモニター部）の表示部は半角（英数）のタイトル表示可能です。また
曲送りや曲戻しなど基本的な操作が可能です。

◎
◯

ユニットスピーカー

P.44～45

型番 保証書スピーカー構成 瞬間最大入力 定格入力 再生周波数帯域 出力音圧レベル インピーダンス 配線コード 質量（1個） 外形寸法

TS-STH1100

TS-E1010 110 W 25 W 88 dB 4 Ω 別売 0.57 kg φ 134 mm×64 mm（D） ●50 Hz～64 000 Hz10cmアラミドファイバーコーンウーファー、2.9cm バランスドドームトゥイーター

15.4.1

13 Pro Max 、13 Pro、
13mini 、13 

※2

12 Pro Max 、12 Pro、
12mini 、12 

※2

SE
［第3世代］

※2

DMH-SZ700

＊適合情報のないiPhone、iPodについては動作確認をしておりませんのでご注意ください。＊ご使用のiPhoneまたはiPodの
設定やソフトウェアバージョン等により、動作しない場合があります。＊iPod、iPhoneの動作に関しては保障いたしかねますので
ご了承ください。＊使用時にiPod、iPhoneのデータ等が消失した場合でも、その保証については責任を負いかねますのでご了承
ください。＊iPod、iPhoneやiPod、iPhone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。＊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、iPhoneおよび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。

この表に掲載されていない機種および、最新のiPhone、iPod接続情報の
詳細につきましては、右のQRコードから弊社ホームページ(carrozzeria.jp)にて
ご確認ください。

60カースピーカー等仕様表メインユニットiPhone、iPod接続情報/ドライブレコーダーユニット仕様表/カースピーカー等仕様表59
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62取付キット一覧取付キット一覧61

F L I P  DOWN  MONITOR

新型車に対応した取付キットも 続々登場！
 最新の「9V型/8V型カーナビゲーション」、
「フリップダウンモニター」適合情報はこちら
※本カタログには掲載されていない車種の取付情報があります。
詳しくは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

自分のクルマに装着できるか
確認してみよう！
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ホンダ

ダイハツ

三　菱

スバル

三　菱

■別途、ホンダ車用「8V型カーナビゲーション取付用サブキット」をご用意しております。純正パネルの9インチ窓口を8V型カーナビゲーション取付けに最適化する取付キット。※純正パネルが7インチ窓口付車の場合、ディーラーオプション部品等を別途購入する必要があります。
■「KLS-HC801D 標準小売価格17,600円（税込）」[ホンダ車] パネル色：ピアノブラック※純正ブラケットへの穴あけ加工等が必要となります。※すべてのホンダ車への取付けを可能にするものではありません。取付適合車種は弊社ホームページ（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をご覧ください。■「KLS-HC802D 標準小売価格22,000円（税込）」［ステップワゴン：H24/4～H27/4］ パネル色：ピアノブラック。

■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7,700円（税込）」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
「KK-W102FDL 希望小売価格7,700円（税込）」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ろ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 ツインムーンルーフ付車は除く。＊8 車両の仕様によっては取付キット同梱の「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同梱の「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。＊11 ［H30/1］ マイナーチェンジ以降は取付キット同梱の「かんたん接続ハーネス」が利用できません。フリップダウン
モニター同梱の「電源・AVインターフェースケーブル」を使用します。＊12 取付キットに同梱の「かんたん接続ハーネス」は、使用できません。フリップダウンモニター同梱の「電源・AVインターフェースケーブル」を使用します。＊13 車両前方のルーフキャップ×２は使用しません。
＊14 H29/7のマイナーチェンジ後の車両も取付け自体は可能ですが、キット同梱の「かんたん接続ハーネス」は利用できません。マイナーチェンジ後の車両の場合は「かんたん接続ハーネス」を同梱していないKK-Y110FDを推奨します。＊15 TVM-FW1300-Bを取付ける
場合は、「KK-Y104FD/KK-Y108FD/KK-Y110FD」 を使用することで取付けが可能となりますが、モニター本体の両サイド（ルームランプ裏側付近）と車両のライニングとの間に最大７ｍｍの隙間ができます。＊16 車両のルーフビームガーニッシュの切取加工が必要です。
★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。※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。

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）へ。

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）へ。

■9V型カーナビゲーション取付適合車種、取付キット(別売)一覧
メーカー 車 種 希望小売価格（税込）年式 取付キット

トヨタ

アルファード/ヴェルファイア
エスティマ
プリウス
プリウスPHV
ハリアー
カムリ＊1
RAV4＊8
ヴォクシー/ノア
エスクァイア
タンク/ルーミー
ルーミー
ライズ＊7
ランドクルーザー(200系)＊2 
C-HR＊4＊8＊9
アクア＊2＊4＊5
ヴィッツ＊4
オーリス＊4
プリウスα＊2＊4
ランドクルーザープラド＊4
カローラスポーツ＊4
シエンタ＊2＊4＊6
ステップワゴン
N-BOX＊2（カスタム含む）
N-ONE＊2＊13

RD-Y101DK
RD-Y101DK
RD-Y102DK
RD-Y102DK
RD-Y102DK
RD-Y102DK
RD-Y102DK
KLS-Y901D
KLS-Y901D
KLS-Y902D
KLS-Y904D
KLS-Y903D
 KLS-Y905D 

RD-Y102DK＋純正フィッティングキット[9インチ専用]
RD-Y102DK＋純正フィッティングキット[9インチ専用]
RD-Y101DK＋純正フィッティングキット[9インチ専用]
RD-Y102DK＋純正フィッティングキット[9インチ専用]
RD-Y101DK＋純正フィッティングキット[9インチ専用]
RD-Y102DK＋純正フィッティングキット[9インチ専用]
RD-Y102DK＋純正フィッティングキット[9インチ専用]
RD-Y102DK＋純正フィッティングキット[9インチ専用]

KLS-H901D
 KLS-H902DⅡ

          KLS-H902DⅡ        

  5,500円
  5,500円
  5,500円
  5,500円
  5,500円
  5,500円
  5,500円
27,500円
27,500円
11,000円
11,000円
11,000円
66,000円

5,500円＋純正キット
5,500円＋純正キット
5,500円＋純正キット
5,500円＋純正キット
5,500円＋純正キット
5,500円＋純正キット
5,500円＋純正キット
5,500円＋純正キット
28,600円
30,800円
30,800円

H27/1～R1/12
H28/6～R1/10
H27/12～現在
H29/2～現在
H29/6～R2/6
H29/7～R1/10
H31/4～現在
H26/1～R4/1
H26/10～R4/1
H28/11～R2/9
R2/9～現在
R1/11～現在
H27/8～R3/8
H28/12～現在
H29/6～R3/7
H26/4～R2/3
H27/4～H30/3
H26/11～R3/3
H29/9～現在
H30/6～R1/9
H30/9～R4/8
H27/4～R4/5
H29/9～現在
R2/11～現在

メーカー 車 種 希望小売価格（税込）年式 取付キット

日産

ホンダ

三菱

ダイハツ

スズキ

N-WGN（カスタム含む）＊14
オデッセイ
ヴェゼル
セレナ＊2＊3（e-POWER含む）
デイズ＊10
ルークス＊10
セレナ＊2 （e-POWER含む）
ノート
ノート オーラ
eKワゴン/eKクロス＊10
eKスペース/eKクロス スペース＊10
デリカD:５＊11
デリカD:2

ジャスティ

トール

ロッキー＊7
ジムニー/ジムニー シエラ
ハスラー＊2＊12
ソリオ/ソリオバンディット
ワゴンRスマイル

          KLS-H902DⅡ        
 KLS-H903D

         KLS-H904D NEW
KLS-N901D

30,800円
49,500円
29,700円
27,500円

22,000円＋純正部品
22,000円＋純正部品
27,500円

27,500円

R1/8～現在
R2/11～R4/9
R3/4～現在
H28/8～R1/7
H31/3～現在
R2/3～現在
R1/8～現在
R2/12～現在
R3/8～現在
H31/3～現在
R2/3～現在
H31/2～現在
R2/12～現在
H28/11～R2/9
R2/9～現在
H28/11～R2/9
R2/9～現在
R1/11～現在
H30/7～現在
R2/1～現在
R2/12～現在
R3/9～現在

■8V型カーナビゲーション取付適合車種、取付キット(別売)一覧

※適合車種については、2022年11月現在の情報です。

■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。■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9:00～12:30、13:30～17:00〈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。

車 種 希望小売価格（税込）年式 取付キット

スズキ

ホンダ

メーカー
ステップワゴン（スパーダ含む）スカイルーフ付車は除く
ステップワゴン（スパーダ含む）

オデッセイ

N-BOX（カスタム含む）
フリード（フリード＋含む）
ソリオ

H21/10～H27/４
H27/４～R4/5
H25/11～H29/11
H29/11～R2/11
H29/9～現在 
H28/9～現在
H27/8～R2/12

KK-H101FDⅡ
KK-H105FD＊1＊3＊4
KK-H103FD＊1＊3
KK-H108FD＊3
KK-H107FDL
KK-H106FDL＊9＊10
KK-S103FDL＊6★

13,200円
13,200円
13,200円
13,200円
15,400円
15,400円
16,500円

■フリップダウンモニター「TVM-FW1300-B」用取付キット(別売)一覧 ■フリップダウンモニター「TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1060-B、TVM-FW1050-B/-S」用取付キット(別売)一覧
取付キット 希望小売価格（税込）車 種 年式メーカー

17,600円

13,200円
15,400円
15,400円
13,200円
15,400円
15,400円
13,200円
13,200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）
ノーマルルーフ車/ツインムーンルーフ車対応
ヴォクシー/ノア　
　
ヴォクシー/ノア（ハイブリッド含む）　

エスクァイア（ハイブリッド含む）

デリカD:5 トリプルパノラマルーフ付車は除く

H27/1～R1/12

H19/6～H26/1　
H26/1～H28/1　
H28/1～H29/7　
H29/7～R4/1
H26/10～H28/1
H28/1～H29/7
H29/7～R4/1
H19/1～現在

KK-Y301FDL

KK-Y103FD＊7
KK-Y104FD＊7＊14＊15
KK-Y108FD＊7＊14＊15
KK-Y110FD＊7＊15 
KK-Y104FD＊7＊14＊15
KK-Y108FD＊7＊14＊15
KK-Y110FD＊7＊15
KK-M101FDⅡ＊16 

車 種 希望小売価格（税込）年式 取付キット

ホンダ

ホンダ

13,200円

13,200円
13,200円
13,200円

13,200円

16,500円
16,500円

メーカー

KK-H101FDⅡ

KK-H105FD＊1＊3＊4＊13
KK-H103FD＊1＊3＊13
KK-H108FD＊3

KK-N101FDⅡ

KK-N102FD＊12＊13
KK-N102FD＊12＊13

H21/10～H27/4

H27/4～R4/5
H25/11～H29/11
H29/11～R4/9

H22/11～H28/8　

H28/8～現在
H30/3～現在

ステップワゴン（スパーダ含む）
スカイルーフ付車は除く
ステップワゴン（スパーダ含む）

オデッセイ

セレナ（S-HYBRID含む）　
パノラミックルーフ付車は除く
セレナ
セレナ e-POWER

※適合車種については、2022年11月現在の情報です。

※適合車種については、2022年11月現在の情報です。

KLS-N902D＋純正部品[9型ナビセンターフード]
KLS-N902D＋純正部品[9型ナビセンターフード]

KLS-N902D＋純正部品[クラスターリッドB 9インチ用]
KLS-N902D＋純正部品[クラスターリッドB 9インチ用] 

KLS-N903D

 KLS-N904D

KLS-M901D
KLS-S903D
KLS-Y902D
KLS-Y904D
KLS-Y902D
KLS-Y904D
KLS-Y903D
KLS-S901D
KLS-S902D
KLS-S903D

        KLS-S904D NEW

＊1 モデルによっては、純正ブラケットの位置決め用突起が干渉します。＊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 グレードや装備によっては、一部使用しない部品があります。詳細は取付キットの取扱
説明書をご覧ください。＊4 ナビ本体の取付けには、表内に記載の「ダイレクト接続用取付キット」の他に、純正部品「フィッティングキット［9インチ専用］」が必要となります。詳しくは販売店にご相談ください。＊5 Lグレード除く。＊6 ダッシュボードを切るなどの高度な加工技術と作業が必要です。
＊7 車両標準装備のパネル［シボ仕上げ］を利用して取付けます。ディーラーオプションで使用するピアノブラックパネルを入手できればそちらに交換も可能です。＊8 R2/8以降車ではメーカーオプションのディスプレイオーディオレスを選択する必要があります。＊9 R1/10～R2/8はディスプレイ
オーディオレスが選択できないため除きます。また、純正フィッティングキット[9インチ用]の設定がないグレードがあり、その場合も適用外となります。＊10 ナビ本体の取付けには表内に記載の「9V型カーナビゲーション取付キット」の他に、ディーラーオプションの9インチ（9型）ナビ取付けに使用
する純正部品が必要です。＊11 クリーンディーゼル車用です。ガソリン車には使用できません。＊12 シフトレバーが“P”の位置でモニター開閉を行うと、シフトレバーとモニターの間隔が狭くなるポイントがあります。＊13 R4/8以降車では、別途、純正部品「変換ハーネス」の購入が必要です。
＊14 R4/9以降のナビ装着用スペシャルパッケージ付車では、別途、純正部品「変換ハーネス」の購入が必要です。 ※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。

※適合車種については、2022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。※5 サウンドマッピングシステム付車は取付不可。※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：3,850円（税込）」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。※14 スーパーGL 標準ボディ(オーディオ周りにシルバーの加飾がある場合)のみ
適用可。標準ボディでもシルバーの加飾がない場合やワイドボディの場合は適用外となります。※15 車両クラスターの面より、ナビ本体のモニター面が12mm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。※16 インパネアクセサリーボックスは使用できなくなります。※17 e-POWERにインテリジェントパーキングアシスト、インテリジェントアラウンドビューモニターが装着されている場合は、「ラージサイズカーナビゲーション取付キット：KLS-N901D」を、それ
以外の場合は「KLS-N802D」をご使用ください。※18 H31/2マイナーチェンジ以降のクリーンディーゼル車は除きます。※19 D.OPのナノイー付AVパネルと同時装着はできません。※20 車両クラスターの面に比べ、ナビ本体がやや突出し、傾く取付けとなります。※21 ナビ装着用スペシャルパッ
ケージ装着車用となります。※22 KLS-F804Dでも取付けは可能ですが、使用しない部品がありその分価格差があるためKLS-F803Dを推奨しています。※23 切取り加工なしでも取付けはできますが、純正部品を切取り加工することで、より一体感のある取付位置にすることも可能にな
ります（詳しくは取付説明書をご参照ください）。※24 純正部品「フェイスパネルキット［8インチナビ用］」の購入が必要です。※25 R2/8以降車ではメーカーオプションのディスプレイオーディオレスを選択する必要があります。また、R1/10～R2/8はディスプレイオーディオレスが選
択できないため適用外です。※26「N-ONE」は「N-BOX/N-WGN」と構造が異なるため、取付けの際エアコンスイッチの前にシフトパネルを外す必要があります。また、キット同梱のフランジナットを本締めする際に視認しづらい位置となっておりますのでご注意ください。※27 5速
オートギヤシフト(5AGS)車の場合、シフトレバー形状が異なるため、“P”の位置でモニター開閉を行うと、シフトレバーとモニターの間隔が狭くなりますのでご注意ください。※28 R4/8以降車では、別途、純正部品「変換ハーネス」の購入が必要です。※29 R4/9以降のナビ装着
用スペシャルパッケージ付車では、別途、純正部品「変換ハーネス」の購入が必要です。★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。＊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。

スズキ

日　産

メーカー

ホンダ

ステップワゴン（スパーダ含む）

フリード

N-BOX（カスタム含む）
N-ONE※26※28
N-WGN(カスタム含む)※29
N-VAN

フィット(e：HEV含む)※23

ヴェゼル(ハイブリッド含む)※23

車 種 年式 取付キット パネル色 希望小売価格（税込）

ダイハツ

マツダ

スバル

VW

メーカー 希望小売価格（税込）パネル色
ウェイク
ハイゼット キャディー

ムーヴ（カスタム含む）

H26/11～R4/8
H28/6～R3/3

H26/12～現在

H25/4～H26/11※2

シルバー

ピアノブラック/
シルバー 2トーン
ブラック（ラメ入り）

車 種 年式 取付キット

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）
シルバー 2トーン

ブラック（メタリック調）
シルバー 2トーン

ブラック（メタリック調）
シルバー 2トーン

KLS-H806D

KLS-H807D

KLS-H808D

KLS-H809D
KLS-H810D
＋純正部品※24

KLS-H811D 
＋純正部品※24

H27/4～R4/5

H28/9～現在

H29/9～現在
R2/11～現在
R1/8～現在
H30/7～現在※2※21

R2/2～現在

R3/4～現在

22,000円

27,500円

25,300円

22,000円

ピアノブラック
ブラウン/
シルバー 2トーン

ピアノブラック/
シルバー 2トーン

黒系（シボ入り）

　　　 ー

          ー

22,000円

27,500円

22,000円

KLS-D802D

KLS-D803D

KLS-Y802D

KLS-S801D
KLS-S802D
KLS-S803D

KLS-N802D

KLS-N802D
KLS-N901D※2

KLS-N903D

ピアノブラック
ピアノブラック
黒系（シボ入り）

22,000円
22,000円
24,200円

24,200円

24,200円
27,500円

27,500円

■8V型カーナビゲーション取付適合車種、取付キット(別売)一覧
メーカー

トヨタ

プリウス
プリウスPHV
プリウスα
ヴォクシー/ノア（ハイブリッド含む）
エスクァイア（ハイブリッド含む）
アクア
シエンタ(ハイブリッド含む)
プリウス
プリウスPHV
エスティマ（ハイブリッド含む）
アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む）
タンク/ルーミー
ルーミー

車 種 年式 取付キット パネル色 希望小売価格（税込）

KLS-Y801D

KLS-Y802D

KLS-Y803D

KLS-Y804D
KLS-Y808D

KLS-Y809D

KLS-Y810D
KLS-Y811D 
KLS-Y812D
KLS-Y817D

H23/12～H27/12※1
H24/1～H29/2
H23/5～H26/11※2
H26/1～R4/1
H26/10～R4/1
H23/12～H29/6※2※3※11
H27/7～R4/8※2※7
H27/12～現在
H29/2～現在
H28/6～R1/10
H20/5～H27/1
H28/11～R2/9※12※13
R2/9～現在※12

22,000円

22,000円

22,000円

22,000円
16,500円

22,000円

22,000円
22,000円
22,000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）
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）
ブラック（メタリック調）

メーカー

トヨタ

ハイエース
C-HR
ハリアー（ハイブリッド含む）
ランドクルーザー プラド
ピクシス メガ
フィット（ハイブリッド含む）
ヴェゼル（ハイブリッド含む）
N-BOX（カスタム含む）
N-BOX ＋（カスタム含む）
N-WGN（カスタム含む）
N-BOX（カスタム含む）
N-BOX ＋（カスタム含む）
N-BOX SLASH

車 種 年式 取付キット パネル色 希望小売価格（税込）
KLS-Y813D
KLS-Y814D
KLS-Y815D
KLS-Y816D
KLS-D802D
KLS-H801D
KLS-H802D
KLS-H803D
KLS-H803D
KLS-H804D

H25/12～現在※2※14
H28/12～現在※15※25
H29/6～R2/6
H29/9～現在※2
H27/7～R4/8
H25/9～R2/2※2
H25/12～R3/4
H23/12～H27/2※2※4
H24/7～H27/2※2
H25/11～R1/8
H27/2～H29/8※2
H27/2～H29/8※2
H26/12～R2/2※2※5

22,000円
22,000円
22,000円
22,000円
22,000円
16,500円
16,500円
22,000円
22,000円
22,000円

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

車 種 希望小売価格（税込）年式 取付キット

ダイハツ

スバル

メーカー
タント（カスタム含む）
ウェイク
タント
トール（カスタム含む）
シフォン
ジャスティ（カスタム含む）

H25/10～R1/7
H26/11～R4/8
R1/7～現在
H28/11～現在 
R1/7～現在
H28/11～現在

KK-D101FDL＊12★
KK-D102FDL＊12
KK-D103FDL
KK-Y109FDL
KK-D103FDL
KK-Y109FDL

17,600円
17,600円
19,800円
17,600円
19,800円
17,600円

■フリップダウンモニター「TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1060-B、TVM-FW1050-B/-S」用取付キット(別売)一覧
取付キット 希望小売価格（税込）車 種 年式

トヨタ

メーカー

KK-Y101FD

KK-Y106FD＊11

KK-Y102FD＊5
KK-Y103FD＊7
KK-Y104FD＊7＊14
KK-Y108FD＊7＊14
KK-Y110FD＊7
KK-Y104FD＊7＊14

H20/5～H27/1

H27/1～R1/12

H20/12～R1/10 
H19/6～H26/1 
H26/1～H28/1
Ｈ28/1～Ｈ29/7
H29/7～R4/1
H26/10～H28/1

アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む）
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） 
ヴォクシー/ノア 

ヴォクシー/ノア（ハイブリッド含む）

15,400円

17,600円

13,200円
13,200円
15,400円
15,400円
13,200円
15,400円

取付キット 希望小売価格（税込）車 種 年式

三　菱

トヨタ

日　産

メーカー
KK-Y108FD＊7＊14
KK-Y110FD＊7
KK-Y105FDL＊2
KK-Y105FDL＊2
KK-Y107FDL
KK-Y109FDL
KK-N101FDⅡ
KK-N102FD＊8＊12
KK-N102FD＊8＊12

Ｈ28/1～Ｈ29/7
H29/7～R4/1
H16/8～現在
H16/8～R2/4
Ｈ27/7～R4/8
H28/11～現在
Ｈ22/11～H28/8
Ｈ28/8～現在
H30/3～現在
H19/1～現在

ハイエース
レジアスエース
シエンタ 
タンク/ルーミー
セレナ（S-HYBRID含む） パノラミックルーフ付車は除く
セレナ
セレナ e-POWER
デリカD:5 トリプルパノラマルーフ付車は除く

15,400円
13,200円
15,400円
15,400円
17,600円
17,600円
13,200円
16,500円
16,500円

KK-M101FDⅡ 13,200円

ノート
ノート オーラ
デリカD:5

R2/12～現在
R3/8～現在
H20/5～H31/2※2※16※18

KLS-N904D

KLS-M801D

27,500円

27,500円

タント（カスタム含む）

ワゴンR（スティングレー含む）
スペーシア（カスタム含む）
エブリイ/エブリイワゴン

セレナ（S-HYBRID含む）

セレナ e-POWER※17

セレナ※2（e-POWER含む）

H24/9～H29/1
H25/3～H29/12※2
H27/2～現在※27

H28/8～R1/7

H30/3～R1/7

R1/8～現在

11,000円
＋純正部品
11,000円
＋純正部品

KLS-H805D ピアノブラック/
シルバー 2トーン 22,000円

KLS-D801D

KLS-F805D

H25/10～H27/5※8
H27/5～R1/7※8※9
R1/7～現在※2

ブラック（メタリック調）

ピアノブラック

22,000円

22,000円

メビウス

トール（カスタム含む）

タフト（カスタム含む）
フレア（カスタムスタイル含む）
フレアワゴン
レガシィ B4/レガシィ アウトバック
WRX STI
WRX S4、レヴォーグ

インプレッサ スポーツ/G4　

XV

フォレスター

ステラ（カスタム含む）

ジャスティ（カスタム含む）

シフォン
ゴルフⅥ、ザ・ビートル他※10

H28/11～R2/9※12※13
R2/9～現在※12
R2/6～現在
H24/10～H29/3
H25/4～H30/2※2
H26/10～H29/10
H29/6～R1/6
H29/8～R1/6
H28/10～R1/11※19※20※22
R1/11～現在※19※20
H29/5～R1/11※19※20※22
R1/11～現在※19※20
H30/7～現在※19※20※22

H26/12～現在

H28/11～R2/9※12
R2/9～現在※12
R1/7～現在※2
　　　　　　ー

KLS-Y812D
KLS-Y817D
KLS-D804D
KLS-S801D
KLS-S802D
KLS-F801D

KLS-F802D

KLS-F803D
KLS-F804D 
KLS-F803D
KLS-F804D 
KLS-F803D

KLS-D803D

KLS-Y812D
KLS-Y817D
KLS-F805D 
KLS-VW801D★

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

22,000円
22,000円
24,200円
22,000円
22,000円
24,200円

13,200円

22,000円
24,200円
22,000円
24,200円
22,000円

27,500円

22,000円
22,000円
22,000円
24,200円

22,000円＋純正部品
22,000円＋純正部品
27,500円
25,300円
11,000円
11,000円
11,000円
11,000円
11,000円
22,000円
27,500円
25,300円
27,500円

エスクァイア（ハイブリッド含む）

エスクァイア（ハイブリッド含む）



※1オービスライブをご利用いただくには、最新の全データ更新が必要となります。＊バージョンアップした場合は、該当するOption「オービスSD/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SD/オービスROM/オービスライブ」が別途必要となります。

企画・製作：株式会社 フードライズOPTION/SSR委員会

■オービス関連

サイバーナビ/楽ナビに新たな機能をプラス

Option「オービスSD」※1

CNAD-OP23ⅡSD 
希望小売価格5,280円（税込） 
NEW 

■オービス関連情報は、オービスSD・オービスライブの購入以外に
　「MapFanスマートメンバーズ」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.29」をご覧ください。

全国426ヶ所のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイント590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

CNAD-OP23Ⅱ
希望小売価格3,300円（税込） 
NEW 

MapFanオンラインストアカロッツェリアサイト

■各オービス関連商品の使用には最新データへのバージョンアップが必要です。対象
機種および、対応バージョンアップ商品は「P.29～30」の一覧表をご確認ください。
※各バージョンアップ商品、オービス関連商品の詳細および、バージョンアップ方法につい
ては弊社ホームページ（carrozzeria.jp）または「MapFａnオンラインストア」をご覧ください。

Option「オービスライブ」※1

CNAD-OP23ⅡDL
希望小売価格2,200円（税込）  
NEW 

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」

CNAD-OP22
希望小売価格3,300円（税込）

Option「オービスライブ」※1

CNAD-OP22DL 
希望小売価格2,200円（税込）

Option「オービスROM」

CNAD-OP22Ⅱ
希望小売価格3,300円（税込）

Option「オービスライブ」※1

CNAD-OP22ⅡDL 
希望小売価格2,200円（税込）

Option「オービスライブ」※1

CNAD-OP23DL 
希望小売価格2,200円（税込）

Option「オービスROM」

CNAD-OP23
希望小売価格3,300円（税込）

Option「オービスSD」

CNAD-OP23SD 
希望小売価格5,280円（税込）

全国443ヶ所のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイント580ヶ所を収録。

全国469ヶ所のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイント560ヶ所を収録。 全国457ヶ所のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイント570ヶ所を収録。

※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」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.23」をご覧ください。

※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」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.29」をご覧ください。

※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」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.29」をご覧ください。

●「CNVU-61100DL、CNSD-61100」はバージョンアップの最終版となり、「CNVU-61100DL」は2023年3月31日をもって受付を終了し、2023年4月30日でダウンロードサービスを終了させていただきます。■バージョンアップを行うとカメラ設定
などの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-71000DL/61100DL」のバージョンアップは、macOSには対応しておりません。macOSはApple Inc.の登録商標です。

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。

■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SD/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SD/オービスROM/オービスライブ」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。

D  L

D  L

D  L

D  L

■「CNVU-RP1010DL、CNSD-RP1010」はバージョンアップの最終版とさせていただきます。「CNVU-RP1010DL」は、macOSには対応しておりません 。macOSはApple Inc.の登録商標です。

■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SD/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SD/オービスROM/オービスライブ」が別途必要となります。

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でご案内しております。●パイオニア以外のコンテンツ事業者から提供されるコンテンツやサービスは予告なく変更または終了する場合があります。

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でご案内しております。●パイオニア以外のコンテンツ事業者から提供されるコンテンツやサービスは予告なく変更または終了する場合があります。

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（https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/carnavi/v_up/）をご覧ください。
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商品型番/品名 実施時期 提供方法対象機種

AVIC-MRP770/MRP660/MRP900/MRP700/MRP600/MRP099/
           MRP088/MRP077/MRP066/MRP009/MRP008/MRP007/
　　  MRP006

17,600円CNVU-RP1010DL 楽ナビポータブルマップ TypeⅠ Vol.10・ダウンロード版 D  L

D  L

D  L

D  L

D  L

20,900円CNSD-RP1010 楽ナビポータブルマップ TypeⅠ Vol.10・SD更新版 ※1

※4,6

※5

※4,5

商品型番/品名 実施時期 提供方法対象機種

※5

※2,3,5

17,600円CNVU-R7910DL 楽ナビマップ TypeⅦ Vol.9・ダウンロード版 D  L

20,900円CNSD-R7910 楽ナビマップ TypeⅦ Vol.9・SD更新版

※4,517,600円CNVU-R61110DL
AVIC-MRZ099W/MRZ099/MRZ077/MRZ066/MRZ009/
           MRZ007/MRZ007-EV

楽ナビマップ TypeⅥ Vol.11・ダウンロード版 D  L

※520,900円CNSD-R61110 楽ナビマップ TypeⅥ Vol.11・SD更新版

NEW
2022年11月

NEW
2022年12月

NEW
2022年11月

NEW
2022年12月

2021年12月

2022年5月

5,500円CNMK-R8410

AVIC-RL512/RW512/RZ512/RW112/RZ112/RL511/RW511/
          RZ511/RW111/RZ111

AVIC-RQ912/RL912/RW912/RZ912/RQ911/RL911/RW911/
          RZ911/RQ911-E

商品付属分バージョンアップ SD送付サービス（有償） 送  付

物  販

物  販

物  販

物  販
物  販

物  販

物  販

物  販

物  販

送  付

送  付

CNSD-R8410 楽ナビマップ TypeⅧ Vol.4・SD更新版 22,550円

■「CNVU-R61110DL、CNSD-R61110」はバージョンアップの最終版とさせていただきます。※「CNVU-R7910DL/R61110DL」は、macOSには対応しておりません 。macOSはApple Inc.の登録商標です。

※1 2021年10月1日施工分までの市区町村合併に対応（2021年4月時点でデータ取得可能なもの）。 ※2 「商品付属分バージョンアップ 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。 ※3 「商品付属分バージョンアップ 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。 ※4 各種「ナビスタジオ」の対応OS、動作環境等につきましては弊社ホームページをご覧
ください。 ※5 2022年10月1日施工分までの市区町村合併に対応（2022年4月時点でデータ取得可能なもの）。 ※6 2022年4月1日施工分までの市区町村合併に対応（2021年10月時点でデータ取得可能なもの）。

■最新データバージョンアップは 「AVIC-RQ912/RL912/RW912/RZ912」は最長で2024年10月31日まで、「AVIC-RQ911/RL911/RW911/RZ911/RQ911-E」は最長で2023年10月31日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)」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-RW303Ⅲ/RZ303Ⅲ/RW303Ⅱ/RZ303Ⅱ/RQ903/RW503/RZ503/
          RW303/RZ303/RZ103/RQ902/RL902/RW902/RZ902/RL802-D/
          RW802-D/RZ802-D/RZ702/RW502/RZ502/RW302/RZ302/
          RZ102/RW901-R/RZ901-R/RL901/RW901/RZ901/RW900-R/
          RZ900-R/RL801-D/RW801-D/RZ801-D/RZ701/RW501/RZ501/
          RW301/RZ301/RZ201/RL900/RW900/RZ900/RW800-D/
          RZ800-D/RZ700/RZ500/RW300/RZ300/RZ200/RL99/RＷ99/
          RZ99/RZ77/RZ66/RZ06Ⅱ/RZ55/RW33/RZ33/RZ22/RL09/RW09/
          RZ09/RZ07/RZ06/RL05/RZ05/RW03/RZ03

■最新データバージョンアップは 「AVIC-CQ912系/CL912系/CW912系/CZ912系」は最長で2024年10月31日まで、「AVIC-CQ911系/CL911系/CW911系/CZ911系/CE902Ⅲ系/CL902XSⅢ/CZ902XSⅢ」は最長で2023年10月31日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)」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。
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20,900円CNSD-61100 HDDナビゲーションマップ
 TypeⅥ Vol.11・SD更新版 

17,600円CNVU-61100DL HDDナビゲーションマップ
 TypeⅥ Vol.11・ダウンロード版

CNVU-71000DL HDDナビゲーションマップ
TypeⅦ Vol.10・ダウンロード版

CNSD-71000

AVIC-VH99HUD/ZH99HUD/VH99CS/ZH99CS/VH99/ZH99/
           ZH77/VH09CS/ZH09CS/VH09/ZH09/ZH07/ZH09-MEV

AVIC-ZH0999LS/VH0999S/ZH0999WS/ZH0999S/ZH0999L/
           VH0999/ZH0999W/ZH0999/ZH0777W/ZH0777/
           VH0099H/ ZH0099WH/ZH0099H/VH0099S/ZH0099WS/
           ZH0099S/VH0099/ZH0099W/ZH0099/ZH0077W/
           ZH0077/VH0009HUD/ZH0009HUD/VH0009CS/
           ZH0009CS/VH0009/ZH0009/ZH0007

HDDナビゲーションマップ
TypeⅦ Vol.10・SD更新版

サイバーナビマップ
TypeⅠ Vol.7・SD更新版

20,900円

17,600円

CNSD-C1700

※2,3

※4,5

※3,10

※7,8

「地図割プラス」をご利用いただくと、お得に地図更新ができる!!
地図割プラス［年額コース］に加入すると、バージョンアップが
追加費用なしで可能に！

64バージョンアップバージョンアップ63

詳細はこちら

対象商品

サイバーナビ

楽ナビ/楽ナビポータブル

対象商品：「CNVU-71000DL」「CNVU-61100DL」

対象商品：「CNVU-R7910DL」「CNVU-R61110DL」「CNVU-RP1010DL」

サイバーナビマップ
TypeⅢ Vol.6・SD更新版 22,550円CNSD-C3600

AVIC-CW700Ⅱ/CZ700Ⅱ/CW700/CZ700

「MapFanスマートメンバーズ」に入会していただくことで、最新データバージョンアップとオービスライブ(夏・冬の年2回)が併せてご利用
いただけます。※「MapFanスマートメンバーズ」について詳しくは「P.29」をご覧ください。

「MapFanスマートメンバーズ」に入会していただくことで、最新データバージョンアップとオービスライブ(夏・冬の年2回)が併せてご利用
いただけます。※「MapFanスマートメンバーズ」について詳しくは「P.29」をご覧ください。

「MapFanスマートメンバーズ」に入会していただくことで、最新データバージョンアップ（年2回配信）とオービスライブ(夏・冬の年2回)
が併せてご利用いただけます。※「MapFanスマートメンバーズ」について詳しくは「P.29」をご覧ください。

「MapFanスマートメンバーズ」に入会していただくことで、最新データバージョンアップ（年2回配信）とオービスライブ(夏・冬の年2回)
が併せてご利用いただけます。※「MapFanスマートメンバーズ」について詳しくは「P.29」をご覧ください。

「MapFanスマートメンバーズ」に入会していただくことで、最新データバージョンアップとオービスライブ(夏・冬の年2回)が併せてご利用
いただけます。※「MapFanスマートメンバーズ」について詳しくは「P.29」をご覧ください。

■サイバーナビ関連バージョンアップ一覧

商品型番/品名 実施時期 提供方法希望小売価格
（税込）

希望小売価格
（税込）対応オービス商品 対応オービス商品

希望小売価格
（税込） 対応オービス商品

対象機種

送  付 お申し込みによる送付サービス：お客様による、申込書への記入が必要となります。

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
「カロッツェリア地図割プラス」対象　
詳しくはMapFanのサイトをご覧ください。 

5,500円CNMK-C3610 商品付属分バージョンアップ 
SD送付サービス（有償）

※1,9

※6

※6

■楽ナビ関連バージョンアップ一覧 送  付 お申し込みによる送付サービス：お客様による、申込書への記入が必要となります。

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
「カロッツェリア地図割プラス」対象　
詳しくはMapFanのサイトをご覧ください。

2021年夏

2021年夏

5,500円CNMK-C4410 商品付属分バージョンアップ 
SD送付サービス（有償）

※1,9
CNAD-OP23ⅡSD/
オービスライブ ※

NEW
2022年12月

NEW
2022年12月

NEW 
2022年12月

NEW 
2022年12月

2022年6月

2022年6月

2022年6月

2022年5月

2022年6月

CNAD-OP23ⅡSD/
オービスライブ ※

CNAD-OP23ⅡSD/
オービスライブ ※

CNAD-OP23ⅡSD/
オービスライブ ※

CNAD-OP23SD/
オービスライブ ※

CNAD-OP23SD/
オービスライブ ※

CNAD-OP23SD/
オービスライブ ※

22,550円

サイバーナビマップ
TypeⅡ Vol.7・SD更新版CNSD-C2700

「MapFanスマートメンバーズ」に入会していただくことで、最新データバージョンアップとオービスライブ(夏・冬の年2回)が併せてご利用
いただけます。※「MapFanスマートメンバーズ」について詳しくは「P.29」をご覧ください。

※620,900円

CNAD-OP23Ⅱ/
OP23ⅡDL

CNAD-OP23/
OP23DL

CNAD-OP22Ⅱ/
OP22ⅡDL

CNAD-OP22/
OP22DL

CNAD-OP23ⅡSD/
OP23ⅡDL

CNAD-OP23ⅡSD/
OP23ⅡDL

CNAD-OP23ⅡDL

CNAD-OP23ⅡDL

CNAD-OP23DL

CNAD-OP22ⅡDL

AVIC-CL902-M/CW902-M/CZ902-M/CL902/CW902/CZ902/
           CE902SE/CE902AL/CE902VE/CE902VO/CE902NO/
           CE902ES/CE902ST/CL902XS/CZ902XS/CZ902XS-80/
           CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/
           CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/
           CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/
           CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST

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

AVIC-CQ910-DC/CL910-DC/CW910-DC/CZ910-DC/CQ910/
          CL910/CW910/CZ910/CE902ALⅡ/CE902VEⅡ/ CE902NOⅡ/
          CE902VOⅡ/CE902ESⅡ/CE902STⅡ/CL902XSⅡ/CZ902XSⅡ

※1「商品付属分バージョンアップ 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。※2 2021年10月1日施工分までの市区町村合併に対応
（2021年4月時点でデータ取得可能なもの）。 ※3 各種「ナビスタジオ」の対応OS、動作環境等につきましては弊社ホームページ(carrozzeria.jp)をご覧ください。 ※4 「CNSD-61100」に対応するオービスライブ「CNAD-OP22DL」は2021年4月
から10月まで配信予定です。2021年11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。※5 2021年4月施工分までの市区町村合併に対応（2020年10月時点でデータ取得可能なもの）。※6 2022年4月1日施工分までの市区町村合併
に対応（2022年1月時点でデータ取得可能なもの）。※7 2022年4月1日施工分までの市区町村合併に対応（2021年10月時点でデータ取得可能なもの）。※8 「CNSD-71000」に対応するオービスライブ「CNAD-OP23DL」は2022年5月から10
月までの配信予定です。2022年11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。※9 2022年10月1日施工分までの市区町村合併に対応（2022年7月時点でデータ取得可能なもの）。※10 2022年10月1日施工分までの市区町村合併
に対応（2022年4月時点でデータ取得可能なもの）。

AVIC-RQ912/RL912/RW912/RZ912/RL812-D/RW812-D/
          RZ812-D/RL712/RW712/RZ712/RQ911-E/ RQ911/
          RL911/RW911/RZ911/RL811-D/RW811-D/RZ811-D/
          RL711/RW711/RZ711/RL711-E/RW711-E/RZ711-E/
          RL910/RW910/RZ910/RL810-D/RW810-D/RZ810-D/
          RL710/RW710/RZ710

最新データを活用してドライブをもっと快適に！

AVIC-CQ912-DC/CL912-DC/CW912-DC/CZ912-DC/CQ912/CL912/
          CW912/CZ912/CQ911-DC/CL911-DC/CW911-DC/CZ911-DC/
          CQ911/CL911/CW911/CZ911

AVIC-CE902ALⅢ/CE902VEⅢ/CE902NOⅢ/CE902VOⅢ/CE902ESⅢ/
          CE902STⅢ/CL902XSⅢ/CZ902XSⅢ

https://shop.mapfan.com/ext/otoku/chizuwari_plus/index.html

※年会費については「MapFanオンラインストア」をご覧ください。
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楽ナビ用オプション
取付金具や各種ケーブル等のオプション
情報をご覧いただけます。

バージョンアップ関連商品一覧
お使いのカーナビに対応するバージョン
アップ（地図更新）の概要や更新手順をご覧
いただけます。

カーAV用オプション
各種ケーブルや取付キット等のオプション
情報をご覧いただけます。

全商品ラインアップ
カロッツェリア全商品のラインアップを
ご覧いただけます。

オプション

オプション・バージョンアップなどに関する最新情報

取付・接続・適合情報に関する最新情報 

■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
できるスマートキーホルダー。

■駐車監視ユニット

RD-DR001　希望小売価格6,600円（税込）
駐車監視録画対応。バッテリー保護機能付ドライブレコー
ダー用駐車監視ユニット。
対応機種:VREC-DH301D/RH200

■SDメモリーカード

CD-MSD128G　オープン価格＊
容量：128GB（SDXC）

CD-MSD64G　オープン価格＊
容量：64GB（SDXC）

CD-MSD32G　オープン価格＊
容量：32GB（SDHC）

CD-MSD16G★  オープン価格＊
容量：16GB（SDHC）

サイバーナビ関連

ドライブレコーダー関連

■フロアカメラユニット

ND-FLC1　オープン価格＊
車室内にカメラを取付けてダブルレコーディングする際に
必要なカメラユニット。
対応機種：VREC-DH700

■電源ケーブル

RD-010　希望小売価格1,650円（税込）
ドライブレコーダーユニットの電源を車両側のオーディオ
電源から取ることができる電源ケーブル。
※「VREC-DS810DC/DS800DC/DS600/DZ800DC」は対応
していません。

■偏光フィルター

AD-PLF1　希望小売価格3,300円（税込）
ダッシュボードの映り込みや反射を軽減するフィルター。
対応機種:VREC-DS810DC/DS800DC/DZ800DC/DH700/
                  RH200
※「VREC-DS810DC/DS800DC/DZ800DC」はフロントカメラ 
のみ対応。

■映像出力用RCA分配器

RD-VRD10　希望小売価格4,400円（税込）
カーナビと接続されたバックカメラの映像をドライブレコー
ダーに入力するための分配ユニット。
対応機種：VREC-DH700

■電源ケーブル

RD-WR001　希望小売価格2,750円（税込）
車載用Wi-Fiルーター「DCT-WR100D」の電源を車両側のオーディオ電源から取ること
ができる電源ケーブル。※24V車は使用できません。

車載用Wi-Fiルーター関連

■電源ケーブル

RD-N001EX　希望小売価格19,800円（税込）
信号の伝達ロスや歪みを低減するOFCケーブルを採用した
高音質電源ケーブル。

■音響特性測定用マイク

CD-MC1　希望小売価格2,750円（税込）
「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。サイバーナビのMAユニットの
音声録音用マイクとしても使用可能です。

■マルチドライブアシストユニット

ND-MA2 オープン価格＊
独自の先進技術とネットワークを駆使し、ドライブをサポート。
走行時、駐車時を問わず24時間リスクを監視し安心を支えます。

■ETC2.0ユニット（カーナビ連動タイプ）

ND-ETCS2　オープン価格＊
ETC機能にくわえて、ETC2.0サービスが利用できます。全国
の高速道路などに設置されたITSスポットと通信し、広域な
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・落下物などを知らせる安全支援情報などが
取得できます。※単独では使用できません。
対応機種：拡張入出力端子搭載の「サイバーナビ」「楽ナビ」
※楽ナビ520系、120系は非対応です。

ETC2.0/ETCユニット関連

■バックカメラ取付キット

KK-S201BC　希望小売価格3,850円（税込）
スズキ ディーラーオプションのバックカメラ取付時に使
用するバックドアハンドルに「ND-BC300」、「ND-BC8Ⅱ」、
「ND-BC8」を取付けるためのキットです。
アルト[R3/12～現在]、アルトラパン[H27/6～現在]、
エブリイ[H27/2～現在]、クロスビー[H29/12～現在]、
ハスラー[R2/1～現在]、ワゴンR[H29/2～現在]、ワゴン
Ｒスマイル[R3/9～現在]
※「ND-BC300」、「ND-BC8Ⅱ」、「ND-BC8」専用です。※別途
ディーラーオプションの「バックドアハンドル」の購入が
必要となります。

■ETC2.0ユニット（GPS付発話型スタンドアローンタイプ）

ND-ETCS10　オープン価格＊
カーナビとの接続なしで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などの情報提供サービスを、音声で
案内します。

■ETCユニット取付キット

AD-Y101ETC　希望小売価格2,200円（税込）
トヨタ車/ダイハツ車/スバル車用

■ETCユニット取付ブラケット

AD-ETC01　希望小売価格770円（税込）
ND-ETC40用

AD-Y102ETC　希望小売価格2,200円（税込）
トヨタ車/ダイハツ車用

AD-N101ETC　希望小売価格2,200円（税込）
日産車用

AD-S101ETC　希望小売価格2,200円（税込）
スズキ車/マツダ車用

■ETCユニット（カーナビ連動タイプ）

ND-ETC9　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。
対応機種：拡張入出力端子搭載の「サイバーナビ」「楽ナビ」
※楽ナビ520系、120系は非対応です。

■ETCユニット（スタンドアローンタイプ）

ND-ETC40　オープン価格＊
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。

高耐久・高速化を実現した、ドライブレコーダー推奨microSDカード。
※SDメモリーカード変換アダプター同梱。※外観は予告なく変更
することがあります。

CD-MSD128G

サイバーナビ用オプション
取付金具や各種ケーブル等のオプション
情報をご覧いただけます。

9V型・8V型カーナビゲーション/
フリップダウンモニター適合情報車種別 JUST FIT取付情報

車種や年式別選択を切
り口に装着イメージや
取付けに関する各情報
をご覧いただけます。

バックカメラ
接続用取付けキット/配線キット

ステアリング連動バックガイド線
表示アダプター

カーナビゲーション対応
携帯電話接続情報

6.5cmトゥイーター適合情報
（TS-C1736SⅡ）

タブレットAVシステム
取付適合情報

チューンアップトゥイーター
適合情報（TS-T736Ⅱ）

■フロアカメラユニット

ND-FLC1 オープン価格＊
もしもの時に車室内や後方追突の状況を高画質に撮影し記録
する、 汎用小型カメラユニット。
各種取付用ブラケット同梱
（サンバイザー/リアガラス/汎用取付用）
対応機種：ND-MA2

バックカメラを純正
バックカメラ位置に装
着できる（一部商品を
除く）車種別専用取付
キットをご紹介します。

ディスプレイオーディオ
「DMH-SF700」の取付
適合車種をご覧いただ
けます。

車種別カーナビセレクト

あなたの愛車に取付可
能なカロッツェリア 
カーナビをご確認いた
だけます。該当する車
名と年式をお選びくだ
さい。

純正バックカメラ接続アダプター

純正バックカメラの映
像をカーナビ等に映す
ためのケーブル/アダプ
ター、および対応車種
をご確認いただけます。

DMH-SF700取付適合情報

タブレットAVシステム
「FH-7600SC＋SDA-
700TAB」の取付適合
車種ご覧いただけます。

9V型・8V型カーナビや
フリップダウンモニ
ターの取付けに必要な
キット情報をご覧いた
だけます。

トヨタ車/ホンダ車のス
テアリングに連動し、
バックガイド線を表示さ
せるアダプターをご確
認いただけます。

純正ステアリングリモコン適合情報

車両の純正ステアリン
グリモコンで商品を操
作するためのケーブル
等の対応機種、適合車
種をご覧いただけます。

カスタムフィットスピー
カー「TS-C1736SⅡ」の
トゥイーターの取付適
合車種をご覧いただけ
ます。

iPhone、iPod接続情報

カロッツェリア商品に 
iPhone、iPodを接続・
使用するために必要な
ケーブル/アダプター、
対応可否をご覧いただ
けます。

カーナビゲーションで
使用可能な携帯電話の
動作可否（ハンズフ
リー、通信接続等）をご
確認いただけます。

ETCユニット取付キット適合情報

ETCユニットを純正位
置に取付けるための取
付キット適合情報をご
覧いただけます。

チューンアップトゥイー
ター「TS-T736Ⅱ」の取付
適合車種をご覧いただ
けます。

その他オプション 
小物入れ、化粧パネルや各種ケーブル等
のオプション情報をご覧いただけます。

AVIC-RF920-DC/RF720
取付適合情報
楽ナビフローティング
モデル「AVIC-RF920-DC/
RF720」の取付可能な
適合車種情報をご覧い
ただけます。

■バックカメラユニット ※1 ※2

ND-BC300　オープン価格＊ NEW 3月発売予定
高精細なＨD画質で、後方映像を昼夜とも鮮明かつ広視野
角に映し出す、楽ナビ2023年モデル専用のバックカメラ。
対応機種：「楽ナビ」AVIC-RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/
RW920-DC/RZ920-DC/RQ720/RF720/RL720/RW720/
RZ720/RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120

■バックカメラ接続用配線キット

KK-Y203BC　希望小売価格6,050円（税込）
楽ナビ2023年モデルと「ND-BC300」、サイバーナビ、楽
ナビなどと「ND-BC8Ⅱ」、「ND-BC8」を車両内配線を利用し
て接続できる配線キットです。
トヨタ プリウスα［H23/5～R3/3］、ウィッシュ［H24/4～H29/11］
※「ND-BC300」、「ND-BC8Ⅱ」、「ND-BC8」専用です。※「ND-
BC300」、「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。 

■バックカメラ接続用配線キット

KK-Y201BC　希望小売価格7,150円（税込）
トヨタ ヴォクシー/ノア（ハイブリッド含む）［H26/1～R4/1］、
エスクァイア（ハイブリッド含む）［H26/10～R4/1］

KK-Y202BC　希望小売価格7,150円（税込）
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～R1/12］

KK-Y204BC　希望小売価格7,700円（税込）
トヨタ エスティマ［H28/6～R1/10］

■バックカメラ接続用配線キット

KK-Y205BC ※3　希望小売価格7,700円（税込）
トヨタ ハリアー(ハイブリッド含む)［H25/12～R2/6］

KK-F201BC ※3　希望小売価格10,780円（税込）
スバル インプレッサスポーツ[H28/10～現在]、XV[H29/5～
現在]、フォレスター［H30/7～現在］※4※5

バックカメラ関連

■バックカメラユニット ※1 ※2

ND-BC8Ⅱ　希望小売価格14,300円（税込）
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
バックカメラです。
対応機種：RCAタイプのバックカメラ入力搭載の「サイバー
ナビ」「楽ナビ」等

楽ナビ2023年モデル専用

サイバーナビ、楽ナビなどと「ND-BC8Ⅱ」、「ND-BC8」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。 ※車両側の一部切取加工が必要となります。※「ND-BC8Ⅱ」、「ND-BC8」専用です。 「ND-BC300」ではブラケットは使用可能ですが、
キット同梱のバックカメラ接続ケーブルは使用不可となります。※上記適合車種については、2022年11月現在の情報です。

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、弊社ホームページ（https://jpn.pioneer/ja/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 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感とは異なります。またカメラ内部に雨滴等が付着、また
夜間や暗い場所等、使用状況により画質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 車両側の一部切取加工が必要となります。※4 純正に比べて
下方向に8mm、後方に5mm程度ずれた位置になり、カメラ本体部の露出は多くなります。※5 キット同梱のカバー、クッションスペーサー、クッションシートは使用しません。★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。
＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※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。※適合車種については、2022年11月現在の情報です。
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※純正ステアリングリモコンも接続できます。

RD-D201BC　■ ■
希望小売価格4,950円（税込）  
ダイハツ：純正ナビ装着用アップグレードパック付車用

RD-H201BC　■ ■
希望小売価格3,300円（税込）
ホンダ：ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用

■純正バックカメラコネクタ変換ケーブル

RD-Y201BC　■ ■
希望小売価格3,300円（税込） 
トヨタ：ナビレディパッケージ付車用

カースピーカー取付キット

※上記はカロッツェリアの主なカスタムフィットスピーカーでの取付対応の目安です。車種、グレード、取付けるスピーカー、また純正オーディオシステムによっては、上記の取付キットが使用できない場合や、簡単な加工が必要な場合もあります。詳しくは
弊社ホームページ（carrozzeria.jp)をご覧ください。諸注意に関しては、ご購入前に取付けの可否、使用条件等の取付情報をご確認いただく必要がありますので、必ず販売店にご相談いただくとともに、取付説明書をご精読ください。※セパレートタイプ
のスピーカーを取付ける場合、キットに付属のブラケットはウーファー部のみの取付用となります。トゥイーター部の取付けにあたっては、各スピーカーの取付説明書をご覧ください。

トヨタ車/日産車/マツダ車/スズキ車

ホンダ車（N-BOXなど）

スズキ車（ジムニー、ジムニーシエラ）

トヨタ車（ハイエース専用）

17cm、16cm

17cm、16cm

16cm

17cm、16cm

3,300円（2個1組）

3,300円（2個1組）

4,400円（2個1組） 

4,400円（2個1組）NEW 

スバル車（レガシィなど）

スズキ車（スイフトなど）

三菱車（アウトランダー、eKワゴンなど）

トヨタ車（ヴェルファイア、プリウスなど）

トヨタ車※7/日産車（FJクルーザー、エルグランドなど）

17cm、16cm

17cm、16cm

17cm、16cm

16cm×24cm、17cm

17cm

5,500円（フロント・リア用4個1組）

3,300円（2個1組）

3,300円（2個1組）

4,400円（2個1組）

2,200円（2個1組）

UD-K109
UD-K115
UD-K118
UD-K119
UD-K120

UD-K121
UD-K123
UD-K124
UD-K126

型　番 希望小売価格（税込） 対応スピーカー 主な適応メーカー（車種） 型　番 希望小売価格（税込） 対応スピーカー 主な適応メーカー（車種）

リモコン

■リモコン ※

CD-R500　希望小売価格1,650円（税込）
オーディオメインユニットの操作が可能な別売リモコン。
※対応機種や操作可能な機能等の詳細は、弊社ホームページ
（carrozzeria.jp）をご確認ください。

オプション
ケーブル・コネクター関係 データ通信関係

取付関係

■HDMI分配ユニット

CD-HMD1　希望小売価格13,200円（税込）
1入力2出力。分配可能解像度：480i/480p/576i/576p/720p/
1080i/1080p

■GPSアンテナ（車室外専用）

AN-G050 5m　希望小売価格5,500円（税込）
電波シールドガラス車などにおいて、カーナビに同梱の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
や、同梱のアンテナでは長さが足りない場合に使用します。

スマートコマンダーホルダー

楽ナビ[920系/720系/520系/120系]
専用オプション

純正バックカメラコネクタ変換ケーブル

分配器

■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2,750円（税込/2本1組）
カーナビに同梱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します。

アンテナ関係 GPS関係

■ステアリング連動バックガイド線表示アダプター※4

KK-Y101GA 　希望小売価格27,500円（税込）

KK-Y102GA 　希望小売価格27,500円（税込） 
トヨタ車用

KK-H101GA 　希望小売価格27,500円（税込）

KK-H102GA 　希望小売価格27,500円（税込） 
ホンダ車用

KK-D101GA 　希望小売価格27,500円（税込）
ダイハツ車用

■ステアリングリモコンアダプター ※4

KK-H301ST 　希望小売価格14,300円（税込）
ホンダ車用

■ステアリングリモコンケーブル

KJ-Y101SC　希望小売価格2,200円（税込）

KJ-Y102SC　希望小売価格2,200円（税込）

KJ-H101SC　希望小売価格1,650円（税込）

KJ-H102SC　希望小売価格3,850円（税込）

KJ-F101SC　 希望小売価格1,650円（税込）

KJ-N101SC　希望小売価格4,400円(税込)KJ-Y101SC

■フロアカメラユニット

ND-FLC1　オープン価格＊
もしもの時に車室内や後方追突の状況を高画質で撮影する汎用
カメラユニット。　※各種取付用ブラケット同梱。

ステアリング連動バックガイド線表示アダプター カメラユニット関連

ステアリングリモコンケーブル/アダプター

KK-D302BC 希望小売価格3,300円（税込） 
トヨタ：パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ付車用。ダイハツ：
パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパッケージ付車
用、ディーラーオプションステアリング連動ガイド線表示キット付車用

KK-Y301BA 希望小売価格6,050円（税込） 
トヨタ：ナビレディパッケージ付車用

KK-H301BA 希望小売価格6,050円（税込） 
ホンダ：ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用

KK-D301BA 希望小売価格7,700円（税込） 
ダイハツ：純正ナビ装着用アップグレードパック付車用

■純正バックカメラ接続アダプター※4

KK-Y501BA
希望小売価格16,500円（税込）  
トヨタ：パノラミックビュー対応カメラ付車用

KK-S501BA
希望小売価格11,000円（税込） 
スズキ：全方位モニター用カメラ（3Dビュー対応）付車用

KK-S502BA
希望小売価格13,200円（税込） 
スズキ：全方位モニター用カメラ付車用

KK-H501BA
希望小売価格16,500円（税込）
ホンダ：マルチビューカメラ付車用

KK-D501BA 
希望小売価格14,300円（税込）
ダイハツ：パノラマモニター対応カメラ付車または、パノラマ
モニター対応純正ナビ装着用アップグレードパッケージ付車用

KK-D502BA
希望小売価格16,500円（税込）
トヨタ：パノラミックビュー対応カメラ付車用。ダイハツ：パノラマ
モニター対応カメラ付車または、パノラマモニター対応純正ナビ
装着用アップグレードパッケージ付車用。スバル：パノラミックビュー
モニター&ナビアップグレードパッケージ付車用

■純正カメラ接続アダプター※4

■ネットワークスティック更新用UIMカード
［ネットワークスティック 通信サービス更新料（利用期間:3年）です。］

UIM-3※　サービス更新料13,200円（税込）  
※｢ND-DC3｣並びにサイバーナビ：「AVIC-CQ912Ⅱ-DC/CL912Ⅱ-DC/CW912Ⅱ-DC/
CZ912Ⅱ-DC」に同梱のネットワークスティック専用となります。

■車載用Wi-Fiルーター更新用UIMカード※
［車載用Wi-Fiルーター 通信サービス更新料（利用期間:2年）です。］
UIM-100　サービス更新料5,500円（税込）  
※「DCT-WR100D」専用です。

※各商品の対応モデルについて詳しくは、弊社ホームページ(carrozzeria.jp)または「MapFanオンラインストア」でご確認ください。
※これら「データ通信関係」の商品は「MapFanオンラインストア」でご購入いただけます。購入ページはこちら「https://shop.mapfan.com/category/UIM/」。※「DCT-WR100D」「ND-DC3/DC4」で利用するドコモUIMカードは
「DCT-WR100D」「ND-DC3/DC4」以外でのご利用を禁止しております。他の端末でのご利用が確認された場合には、事前通告をせずに通信の利用停止および契約の解除を行います。■お知らせ：NTTドコモの第3世代移動通信方式（3G）の通信
サービスが2026年3月末で終了されることに先立ちまして、「ND-DC2（生産終了商品）」および更新用UIMカード「UIM-2（生産終了商品）」、「ND-DC1（生産終了商品）」および更新用UIMカード「UIM-1（生産終了商品）」を利用した通信サービス
を2025年3月末をもちまして終了させていただきます。2025年4月以降はUIMカードに通信の有効期限が残っていた場合でも、本製品を使った通信サービスはご利用できなくなりますので、予めご了承ください。

■ネットワークスティック

ND-DC3　オープン価格＊

RD-Y201BC 

■電源ケーブル

RD-N002　希望小売価格2,200円（税込）
各種取付キットと組合わせて、カーナビを取付けるための
汎用電源ケーブル。（バック信号入力：2m）

■パワーアンプ用電源配線キット

RD-228 6m、80A　希望小売価格13,200円（税込）
「GM-D8400/D8100」、「PRS-A900」などに使用する
電源配線キット。プロックターミナル対応。

■取付キット ホンダ車用

KJ-H101DK 希望小売価格5,500円（税込）
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。

KJ-H102DK 希望小売価格8,250円（税込）
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。

■音声マイク

CD-VM001 3m　
希望小売価格2,200円 （税込） 
取り付け位置により、本体に内蔵のマイクで
は通話がしづらい場合に使用可能なハンズ
フリー用音声入力用マイク。

■アンテナ延長コード 

RD-AN300 3m　希望小売価格1,650円（税込）
JASOプラグ

■電源配線キット

RD-221 3m,30A　希望小売価格4,180円（税込）
消費電力の大きいAVシステムを接続する場合に使用する
電源配線キット。

■電源配線キット ※6

RD-226 パワーアンプ用：6m、60A 希望小売価格8,800円（税込）
「PRS-D800」などに使用する電源配線キット。バッテリーター
ミナル対応。電源ケーブル6m（60A）、アースコード1m、リモー
トコード4m。コルゲートチューブ付属。

■アンテナ延長コード 

RD-AN70 70cm　希望小売価格880円（税込）
JASOプラグ

■アンテナコード 

RD-AN40　希望小売価格1,980円（税込） 
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。

■配線キット トヨタ車用 ※4※5

KY-10P　希望小売価格1,650円（税込）
10P/6P車用・トレードイン専用

■配線キット 日産車用 ※4※5

KN-93P　希望小売価格1,650円（税込）
10P/6P車用・トレードイン専用

■Dサイズ用小物入れ

AD-378　希望小売価格1,320円（税込）

■Dサイズ用小物入れ

AD-379 　希望小売価格2,750円（税込）

■日産車用取付化粧パネル

AD-N980　希望小売価格1,100円（税込）
1Dサイズ用（D46×1）

■日産車用取付化粧パネル ※6

ADT-N979Ⅱ　希望小売価格1,320円（税込）
D46サイズ2D一体機用。

KK-N501BC 希望小売価格2,200円（税込） 
日産/三菱車の純正インテリジェントアラウンドビューモニター表示
をカーナビゲーションやカーオーディオに映し出すことができる
カメラコネクタ変換ケーブル。

■純正カメラコネクタ変換ケーブル※4

KK-Y101GA

RD-N201BC　■ ■
希望小売価格4,950円（税込） 
日産：ディーラーオプションのバックビュー
モニター付車用

■912Ⅱ系サイバーナビ　■920系/720系 楽ナビ

※AVIC-CQ912Ⅱ/CL912Ⅱ/CW912Ⅱ/CZ912Ⅱ用

ND-DC4　オープン価格＊NEW 3月発売予定
※AVIC-RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/
RL520/RW520/RZ520//RW120/RZ120用

サイバーナビ、楽ナビの様々なオンライン機能を実現する、
ネットワークスティック。
「ND-DC3（サイバーナビ専用）」、「ND-DC4（楽ナビ専用）」は通信開始から3年間、
スマートループ関連の通信機能をサービス利用料の負担なく使用することが可能
です。別途 docomo in Car Connect をご契約いただくことで、クルマの中が
Wi-Fiスポットになる「アクセスポイントモード（サイバーナビ）／車内Wi-Fiスポット
機能（楽ナビ）」などをご利用いただけます。■USB接続ケーブル

CD-U120 2m　希望小売価格3,300円（税込）
通信モジュールやUSBデバイスなどを接続する場合に必要な
ケーブル。

■iPhone/iPod用USB変換ケーブル※1

CD-IU010 50cm　希望小売価格4,400円（税込）
LightningコネクターのiPhone、iPodを接続するためのケーブル。
※「CD-U420」が別途必要です。サイバーナビ、楽ナビ：「520
系/120系」は同梱の相当品が使用できます。

■USB接続ケーブル※1

CD-U420 1.5m　希望小売価格2,200円（税込）
USBデバイス、iPhone、iPodなどを接続する場合に必要な
USB接続ケーブル。

■iPhone/iPod用USB変換ケーブルセット

CD-IU021　希望小売価格6,050円（税込）
「CD-IU010」と「CD-U420」のケーブルセット。

■HDMIケーブル

CD-HM020 2m　希望小売価格2,200円（税込）
HDMI対応機器を接続するためのケーブル。※TYPE A - TYPE A

■USB接続ケーブル ※3

CD-U320 1.5m、50cm　希望小売価格2,200円（税込）
USB端子がある車載機に、Android 4.0以降のスマートフォン
（Android）をMTP接続する場合に使用する接続ケーブル。
※「楽ナビ」には非対応。

■USB接続ケーブル

CD-U510　希望小売価格1,650円（税込）
スマートフォン（Android）を接続するためのケーブル（USB Type-C/
ケーブル長50cm）。対応の車載機でAndroid AutoやMTP接続に
よる音楽再生をする場合などに使用。 ※「楽ナビ」には非対応。

■USB接続ケーブル

CD-U610　希望小売価格2,750円（税込） 
データ通信と3A給電が可能な車載専用USB接続ケーブル
（USB Type-C/ケーブル長50cm）。※ディスプレイオーディオ
「DMH-SF700」「DMH-SZ700」用

■USB延長ケーブル

CD-U51E 50cm　希望小売価格1,650円（税込）
本体前面にUSB端子があるメインユニットとUSBデバイスを接続
した時に、運転、本体操作の妨げになる場合に使用するケーブル。

■RCAピンケーブル（オス-オス ステレオ）

CD-051 5m　希望小売価格2,420円（税込）
システムリモート用リード線（５ｍ）付属

■ミニジャックケーブル（AV用） ※2

CD-V150M 1.5m　希望小売価格2,200円（税込）
楽ナビなどのビデオ入力端子とポータブル機器※3を
接続するためのケーブル。※4極3.5Φミニジャック

■RCAピンケーブル（オス-オス ステレオ）

CD-052 5m　希望小売価格3,300円（税込）                    

■ミニジャックケーブル

CD-150M 1.5m　希望小売価格1,650円（税込） 
楽ナビなど※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
オプレイヤーなどのオーディオ出力端子を接続するためのケーブル。

■ミニジャックケーブル

CD-450M  4.5m　希望小売価格2,200円（税込）
車載機に音声を入力するためのケーブル。※3極3.5Φミニジャック

■AV入力用変換ケーブル ※2

CD-VRM200 2m　希望小売価格2,750円（税込）
楽ナビなどのビデオ入力端子に映像/音声を入力するための
変換ケーブル。※4極3.5Φミニジャック - RCA

■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2,200円（税込/L,R1組）
1系統のRCA出力を2系統に分岐できます。

■ミニジャック延長ケーブル(AV用） ※2

CD-V200ME 2m　希望小売価格2,200円（税込）
楽ナビなどのビデオ入力端子に映像/音声を入力するための
ミニジャック延長ケーブル。※4極3.5Φミニジャック用

■RCA分配ピンケーブル（オス-メス）

CD-20Y 20cm　希望小売価格1,320円（税込）      

■スピーカーケーブル

UD-C030 3m×2本　希望小売価格1,760円（税込）

■スピーカーケーブル

UD-C050 5m×2本　希望小売価格2,750円（税込）

■RCAピンケーブル（オス-オス ステレオ）

CD-032 3m　希望小売価格2,530円（税込）

車種やメインユニットにより、操作可能な機能は異なります。
一部車種は、別売のケーブル等が必要になる場合があります。
適合車種や操作可能な機能などの詳細は、弊社ホームページ
(carrozzeria.jp)をご確認ください。

■車載用Wi-Fiルーター

DCT-WR100D  希望小売価格 27,500円（税込）

クルマの中でもWi-Fi環境を実現する車載用Wi-Fiルーター。
車内向けインターネット接続サービス docomo in Car Connect に対応し、クルマ
の中でLTEデータ通信の定額使い放題を実現。通信契約でありがちな面倒な手続
きも必要ありません。また、取付けも簡単で、シガー電源に対応しています。さらに、
過酷な車室内環境にも適応した動作環境［使用温度範囲：-10℃～＋60℃］に対応。

サービス利用期間  2年   UIM同梱

KK-M501BC 希望小売価格2,200円（税込） 
三菱車の純正マルチアラウンドモニター表示をカーナビゲーションや
カーオーディオに映し出すことができるカメラコネクタ変換ケーブル。

※純正カメラまたは純正バックカメラなどの映像をカーナビのモニターに
映し出すための、接続・変換アダプター。※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。

AD-SC01★ 希望小売価格 3,300円（税込）
　　　　　　 対応車種 ホンダ：N-BOX［N-BOXカスタム含む］（H23/12～H29/8）アームレストコン

ソール付車を除く。/N-BOX+［N-BOXカスタム含む］（H24/7～H29/8）アーム
レストコンソール付車を除く。/N-BOX SLASH（H26/12～R2/2）アームレスト
コンソール付車を除く。サウンドマッピングシステム付車は除く。

AD-SC04★ 希望小売価格 3,300円（税込）
　　　　　　 対応車種 ホンダ：フィット［ハイブリッド含む］（H25/9～R2/2）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。

AD-SC05★ 希望小売価格 2,750円（税込）
　　　　　　 対応車種 汎用：フリースペース取付用

AD-SC02★ 希望小売価格 5,500円（税込）
　　　　　　対応車種 日産：セレナ［S-HYBRID含む］（H22/11～H28/8）

スマートコマンダーを使いやすい位置に美しく取付けできる車種専用のホルダー。

■トゥイーター取付キット

UD-K211 
トヨタ車/スバル車

■カースピーカー取付キット

UD-K125

■トゥイーター取付キット

UD-K212
スズキ車/日産車/マツダ車/三菱車

「TS-C1730SⅡ/C1630SⅡ/F1740SⅡ/F1640SⅡ/F1040SⅡ」などのトゥイーターを
純正位置に取付けられるキットです。

「TS-C1730SⅡ/C1630SⅡ/F1740SⅡ/F1640SⅡ/F1040SⅡ」などのトゥイーターを
純正位置に取付けられるキットです。

10cm埋込型スピーカー用のスラントスペーサー。「TS-G1010F」を埋込む際に
使用。小型車のドアなど奥行きのない場所にも設置可能。スラント形状により、
好みや取付位置に応じて音の方向を調整できます。

希望小売価格2,750円（税込） 希望小売価格4,180円（税込） 希望小売価格2,750円（税込/2個1組）NEW

■HDMIケーブル

CD-HM031 3m　希望小売価格3,850円（税込） NEW
HDMI対応機器を接続するためのケーブル。※TYPE A - TYPE A

■HDMIケーブル

CD-HM052 5m　希望小売価格4,950円（税込） NEW
HDMI対応機器を接続するためのケーブル。※TYPE A - TYPE A

■HDMIケーブル

CD-HM221 2m　希望小売価格3,300円（税込） NEW
HDMI対応機器を接続するためのケーブル。※TYPE A - TYPE D

■HDMIケーブル

CD-HM231 3m　希望小売価格4,950円（税込） NEW
HDMI対応機器を接続するためのケーブル。※TYPE A - TYPE D

■HDMIケーブル※ 

CD-HM251 5m　希望小売価格8,250円（税込） NEW
HDMI対応機器を接続するためのケーブル。
※アクティブタイプ：方向性あり（TYPE D ⇒ TYPE A）

※「CD-HM251」は、リアモニターとの接続など、長距離接続に適した信号を増
幅するアクティブタイプのHDMIケーブルです。アクティブタイプで方向性に制
約があるため、逆向きに接続しても機能しませんのでご注意ください。

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、弊社ホームページ（https://jpn.pioneer/ja/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（サイバーナビ、楽ナビ：P.55～56/メインユニット：P.59）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-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9:00～12:30、13:30～17:00、＜土･日･祝日･休日設定日を除く＞）までお問い合わせください。※5 車両ハーネスの電流容量は一般的に10A以内です。

これを超える場合、電源配線キット「RD-221」を併用してください。※6 対応機種は弊社ホームページ（carrozzeria.jp）にてご確認ください。※7 トヨタ車の場合は「UD-K114」と組合わせて使用します。★印の商品は品薄につき、在庫切れに
なる場合があります。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※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。※適合車種については、2022年11月現在の情報です。
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パワーアンプ
システムアップアイテム

P.48

GM-D8400
希望小売価格29,700円（税込）

GM-D8100
希望小売価格23,100円（税込）

GM-D1400Ⅱ
希望小売価格17,600円（税込）

カロッツェリア商品ラインアップ

パワードサブウーファー（パイオニアグローバルシリーズ）
P.48

TS-WX300TA
希望小売価格33,000円（税込）

TS-WX300A
希望小売価格33,000円（税込）

TS-WX1220AH
希望小売価格66,000円（税込）

TS-WX1210A
希望小売価格38,500円（税込）

TS-WX1010A
希望小売価格33,000円（税込）

TS-X180
希望小売価格11,330円（税込/2個1組）

TS-STX510-B/STX510
希望小売価格13,200円（税込/2個1組）

TS-STH1100
希望小売価格38,500円（税込/2個1組）

TS-A6970F
希望小売価格15,400円
（税込/2個1組）

TS-A1670F
希望小売価格13,200円
（税込/2個1組）

TS-A1370F
希望小売価格11,000円
（税込/2個1組）

TS-G1010F
希望小売価格6,050円
（税込/2個1組）

TS-T440Ⅱ
オープン価格＊（2個1組） 

TS-T730Ⅱ
オープン価格＊（2個1組） 

TS-T736Ⅱ
オープン価格＊（2個1組） 

TS-T930
希望小売価格 30,800円 
（税込/2個1組）

P.42P.42

PRS-D800
希望小売価格38,500円（税込）

DEH-P01
希望小売価格110,000円（税込）

RS-A09x
希望小売価格330,000円（税込）

RS-A99x
希望小売価格220,000円（税込）

PRS-A900
希望小売価格132,000円（税込）

ハイエンド・オーディオ
メインユニット パワーアンプ

P.49 P.49

RSスピーカー PRSスピーカー

TS-Z1000RS
希望小売価格308,000円
（税込/4個1組）

TS-S1000RS
希望小売価格132,000円
（税込/2個1組）

TS-W1000RS
希望小売価格132,000円（税込）

TS-Z172PRS
希望小売価格88,000円
（税込/4個1組）

TS-Z132PRS
希望小売価格77,000円
（税込/4個1組）

TS-W252PRS
希望小売価格60,500円（税込）

TS-S062PRS
希望小売価格49,500円
（税込/2個1組）

P.50 P.50

P.50

カーナビゲーション

P.5～14、P.25～28

サイバーナビ

メインユニット

P.42P.41

P.40P.39P.39 P.39

USB/iPhone＋Bluetooth USB/iPhone＋Bluetooth

アクセサリー
タブレット

CD＋USB/iPodCD＋USB/iPhone＋Bluetooth

DVD/CD＋USB/iPod＋BluetoothDVD/CD＋USB/iPod＋Bluetooth

DMH-SF700
オープン価格＊ 

DMH-SZ700
オープン価格＊ 

P.42

USB＋Bluetooth

FH-7600SC
オープン価格＊

FH-8500DVS
オープン価格＊

FH-6500DVD
オープン価格＊

FH-4600
オープン価格＊

FH-3100
希望小売価格 17,600円（税込）

P.41P.41P.42P.42

USB/iPod CD＋USB/iPhone＋BluetoothCD＋USB/iPhone＋BluetoothCD＋USB/iPod＋Bluetooth

MVH-3600
オープン価格＊ 

DEH-7100
希望小売価格 25,300円（税込）

DEH-6600
オープン価格＊ 

DEH-5600
オープン価格＊ 

P.41P.41P.41

USB/iPhone＋BluetoothUSB/iPhone＋BluetoothUSB/iPhone＋Bluetooth

MVH-7500SC
オープン価格＊

MVH-6600
オープン価格＊

MVH-5600
オープン価格＊ 

スマートフォンチャージングパッド
P.42P.42

CD＋USB/iPod

DEH-4600
オープン価格＊ 

P.42

CD DVD/CD＋USB/iPod

DEH-380
オープン価格＊

SDA-700TAB
オープン価格＊ 

SDA-CP300★
オープン価格＊ 

DVH-570
希望小売価格 23,100円（税込）

TS-C1730Ⅱ

スピーカー
カスタムフィットスピーカー

P.44P.43 P.43

P.49

サテライトスピーカー

P.45

ユニットスピーカー（パイオニアグローバルシリーズ）
P.45

チューンアップトゥイーター
P.46

ボックススピーカー

P.44

P.48

サブウーファー（パイオニアグローバルシリーズ） ユニットサブウーファー（パイオニアグローバルシリーズ）
P.48

P.47

TS-V173S 希望小売価格66,000円
（税込/4個1組） TS-C1730SⅡオープン価格＊（4個1組） オープン価格＊（4個1組） オープン価格＊（4個1組） オープン価格＊（2個1組） オープン価格＊（2個1組） TS-C1736SⅡ TS-C1630SⅡ TS-C1630Ⅱ

※写真は 「UD-K521」です。

UD-S701/S702/S703
希望小売価格7,150円（税込）

高音質インナーバッフル
サウンドエンジニア

P.46

UD-S501
希望小売価格3,300円
（税込）

サウンドチューニングキット
P.46

TS-WX400DA
希望小売価格33,000円（税込）

TS-WH1000A
希望小売価格55,000円（税込）

TS-WH500A
希望小売価格27,500円（税込）

TS-WX130DA
オープン価格＊

TS-WX70DA
希望小売価格42,900円（税込）

パワードサブウーファー HVTパワードサブウーファー
P.47 P.47

TS-WX3030
希望小売価格46,200円（税込）

TS-WX2530
希望小売価格40,700円（税込）

TS-WX2030
希望小売価格35,200円（税込）

TS-W312S4
希望小売価格 33,000円 （税込）

TS-Z900PRS
希望小売価格140,800円
（税込/4個1組）

TS-HX900PRS
希望小売価格85,800円
（税込/2個1組）

TS-WX010A
オープン価格＊

パワードサブウーファー（BASS SOUND CREATOR）

※写真は 「UD-K621」です。

AVIC-CQ912Ⅱ-DC
オープン価格＊NEW

AVIC-CL912Ⅱ-DC
オープン価格＊NEW

AVIC-CW912Ⅱ-DC
オープン価格＊NEW

AVIC-CZ912Ⅱ-DC
オープン価格＊NEW

AVIC-CQ912Ⅱ
オープン価格＊NEW

AVIC-CL912Ⅱ
オープン価格＊NEW

AVIC-CW912Ⅱ
オープン価格＊NEW

AVIC-CZ912Ⅱ
オープン価格＊NEW

NP-001
希望小売価格 65,780円（税込）

NP-001-C3
希望小売価格 93,500円（税込）
NEW 

TS-E1010
希望小売価格24,200円（税込/2個1組）
NEW 

TS-F1640 Ⅱ
オープン価格＊（2個1組） 

TS-F1740 Ⅱ
オープン価格＊（2個1組） 

TS-F1040 Ⅱ
オープン価格＊（2個1組） 

TS-H101-BM
希望小売価格33,000円（税込/2個1組）

TS-F1040S Ⅱ
オープン価格＊（4個1組） 

TS-F1640S Ⅱ
オープン価格＊（4個1組） 

TS-F1740S Ⅱ
オープン価格＊（4個1組） 

ユニットスピーカー BMW専用スピーカー
P.44P.44P.44P.44

UD-K521/K522/K526
希望小売価格3,850円（税込）

UD-K524/K525
希望小売価格4,400円（税込）

UD-K528
希望小売価格6,050円（税込）

UD-K5210
希望小売価格4,400円
（税込）

UD-K5212
希望小売価格7,150円
（税込）

UD-K5213
希望小売価格8,800円
（税込）

UD-K5311

UD-K621～UD-K626
希望小売価格13,200円（税込）NEW 

UD-K628
希望小売価格18,700円（税込）NEW

希望小売価格12,100円（税込）NEW
UD-K629

希望小売価格7,700円
（税込）NEW

AVIC-RF920-DC
オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RL920-DC
オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RW920-DC
オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RZ920-DC
オープン価格＊NEW 3月発売予定

P.15～28

楽ナビ

リアモニター

P.32

P.34P.33

プライベートモニター モニター

NP1（パイオニア）

TVM-W910★
オープン価格＊

TVM-PW920T
オープン価格＊

TVM-PW920
オープン価格＊

TVM-PW930T
オープン価格＊

TVM-PW930
オープン価格＊

TVM-PW1000T
オープン価格＊

TVM-PW1000
オープン価格＊

TVM-W710★
オープン価格＊

P.32

P.32

フリップダウンモニター

TVM-FW1100-B/-S
オープン価格＊

TVM-FW1060-B
オープン価格＊NEW

TVM-FW1050-B/-S
オープン価格＊NEW

TVM-FW1300-B
オープン価格＊ 

車載用 Wi-Fi ルーター
車載用 Wi-Fi ルーター NP1

スピーカー

DCT-WR100D
希望小売価格 27,500円（税込）

AVIC-RQ920-DC
オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RL520
オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RF720
オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RL720
オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RQ720
オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RW720
オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RZ720
オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RW520
オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RZ520
オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RW120
オープン価格＊NEW 3月発売予定

AVIC-RZ120
オープン価格＊NEW 3月発売予定

P.35 P.36P.36

VREC-DS600
オープン価格＊ 

VREC-RH200★
オープン価格＊ 

スタンドアローンモデルカーナビ連動モデル
ドライブレコーダーユニット

VREC-DH700★
オープン価格＊ 

P.36

VREC-DS800DC
オープン価格＊

リア専用1カメラモデル2カメラモデル2カメラモデル

VREC-DS810DC
オープン価格＊NEW 3月発売予定

2カメラモデル 2カメラモデル 1カメラモデル1カメラモデル

VREC-DH301D
オープン価格＊

VREC-DZ800DC
オープン価格＊

楽ナビ2023年モデル専用

商品詳細については弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
ドライブレコーダーの詳細は弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。
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