
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終了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 ●カーTV、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。●機器の取付けは、商品付属の「取付説明書」等により正しく配線してください。正しい接続で使用しなかったり、お客様の改造により発生した故障や事故については、当社として一切責任を負いかねます。

取扱店

正しい取付
正しい操作で
安全運転

●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）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規格で記録されたディスクは入れないでください。 ●コピーコントロールCDについて ＊「コピーコントロールCD」と
呼ばれる音楽ディスクは、正式な音楽CD規格に準拠しない特殊ディスクであり、当社商品における再生につきまして、動作や音質の保証は致しかねます。 ●DualDiscの再生について ＊ディスクに傷がつく場合や、ディスクを取り出せないといった不具合
が起こる可能性がありますので「DualDisc」はご使用にならないでください。詳細については弊社ホームページ（http://pioneer.jp/support/oshirase_etc/dualdisc/）をご覧ください。 ●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、無線LAN機器等）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、下記の内容に注意してください。＊無線LANを利用したAV機器・防犯機器等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。
■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等のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器には、著作権法の定めにより私的録音補償金が含まれております。〈お問い合わせ先：社団法人 私的録音
補償金管理協会 電話03-3261-3444（代）〉 ●弊社製品以外の機器（携帯電話等）と接続（有線、無線問わず）した場合、正常に操作、動作、表示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。

●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。
●テレビアンテナをフッ素樹脂処理、撥水処理等された剥がれやすい表面や取付けにくい不安定な場所に貼付けないでください。走行中にアンテナが剥がれて落下し、歩行者等に接触したり、事故の原因とな
ることがあります。
●TV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。
●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

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

●FAX受付：

■カスタマーサポートセンター

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

0570-037-602（有料）

0570-037-600（有料）
0120-944-111（無料）

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

【固定電話からのご利用は】
【携帯電話・PHSからのご利用は】
【 ナ ビ ダ イ ヤ ル 】

【 ナ ビ ダ イ ヤ ル 】

050-3820-7540（有料）上記の電話番号がご利用いただけない場合

お客様サポート

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

カロッツェリアはサポートします。

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

パイオニアグループは環境に配慮した商品づくりをめざします。

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

●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。●Apple、iPhone、Lightning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。●iPhoneは、日本ではAiphone K.K.からのライセンスにより使用されています。●このカタログに掲載のメインユニットとApple製品を有線接続で使用した場合、Apple製品のワイヤレスパフォーマンスに
影響が生じる場合があります。●「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、iPod、iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機
能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。●Bluetooth®およびBluetoothロゴは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●Android、Android Autoおよびその他のマークは、Google Inc.の商標です。●DivX®およびそれら
の関連ロゴはDivX, Inc.の登録商標です。●SD/SDHC/miniSD/microSDは、商標です。●高強力アラミド繊維テクノーラは帝人株式会社の登録商標です。●Dolby、ドルビー、Pro Logic、　　、ダブルD記号　  およびAACロゴは、ドルビーラボラトリー
ズの登録商標です。●　　  は財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。●ETCは財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。●その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。●カタログ掲載の
商品は、国内民生用として開発製造されたものです。●カーステレオ本体、カーTV本体、スピーカー等には保証書を添付しています。お買い求めの際は保証書に購入年月日等、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。●当社のカー
エレクトロニクス関係本体の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。●カタログに記載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。また、各ユニットの画面写真ならびに表示は、別売オプションを接続している場合
があります。●商品の希望小売価格（税別）およびシステム価格（税別）には取付費等は含まれません。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および取付例はすべて撮影用のイメージです。●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、
各画面写真はハメコミ合成です。●各商品のディスクは、ナビゲーションを除き、商品には含まれません。●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丁目28番8号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。ホームページでもカタログ請求を受付けています。

〈グリーン購入法とは〉
正式名：「国などによる
環境物品等の調達の
推進等に関する法律」

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

安全に関するご注意

パイオニアは、おかげさまで創業80周年。

これからも、より多くの人と、感動を。

カロッツェリアは、アジアで最高峰のフォーミュラカーレース
「全日本スーパーフォーミュラ選手権」に2010年より参戦し
ているレーシングチーム『KCMG』とスポンサー契約を締結。
2018年度シーズンを通して『carrozzeria Team KCMG』
と小林可夢偉選手をサポートしています。

carrozzeria.jp/carav-info

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

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。
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このカタログの商品情報等の記載内容は2018年6月現在のものです。
このカタログに掲載の取付情報は、特に記載のない場合、

2018年6月現在のものです。
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弊社ホームページにてブランド映像公開中
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ドライブと良い音楽がなければ

人生なんて、ただの生活だ。

暮らすな、生きろ。
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FH-9400DVS FH-6200DVD

DVD

CD

USB

Bluetooth®

FLAC対応※1
（USB MSC接続時）

Power MOS FET

高性能DSP

フルHD映像再生※2

◯

◯

◯

◯

◯
8～192kHz/8, 16, 24bit

50W × 4ch

◯

◯

掲載ページ

タッチパネルディスプレイモデル

P.05～06

FH-7400DVD
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（USB）
◯

（USB）

◯

◯

◯

◯

◯
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◯
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◯

◯

◯

－

◯
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50W × 4ch

◯

－

（リア）

FH-4400 MVH-7400DEH-6400 DEH-5400 MVH-5400 MVH-3400

マルチディスプレイモード対応モデル

P.07～08 P.09～10

－

◯

◯

◯

◯
8～96kHz/16, 24bit

◯
8～96kHz/16, 24bit

50W × 4ch

◯

－

（フロント）

－

－

◯

◯

◯
8～96kHz/16, 24bit

◯
8～96kHz/16, 24bit

◯
8～96kHz/16, 24bit

50W × 4ch50W × 4ch

◯

－

（フロント）

－

◯

◯

◯

◯

－

（フロント）

－

◯

◯

◯

50W × 4ch

◯

－

（フロント）

－

◯

－

（フロント）

－

－

◯

◯

50W × 4ch

◯

DEH-4400

◯

－

－

50W × 4ch

－

－

（フロント）

－

－

◯

－

－

50W × 4ch

－

－

（フロント）

P.5 P.12

カーオーディオは、
スマートフォンで進化する。
もはや、私たちの生活に欠かせないツールとなった、スマートフォン。
カロッツェリアは、カーオーディオとスマートフォンを連携させることで、
車室内における高い操作性を実現してきました。
常識を覆す新機能「マルチディスプレイモード」をはじめ、
「Apple CarPlay」や「Android AutoTM」などの最新アプリにも対応。
これからも、カーオーディオのインターフェースを革新し続けていきます。

P.5

※1 再生時は「44.1kHz/16bit」のダウンサンプリング再生となります。 ※2 フルHD（1920×1080p）再生対応コーデック：MPEG4, Xvid, H.264, WMV, H.263となります。
MSC = Mass Storage Class 上記以外のメインユニットはこちら P.13～14

Main Unit メインユニット
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多彩な映像と音楽を鮮やかに 描き出し、
ドライバーの思いのままに操れ る。

対応メディア/フォーマットについてはこちら P.39～40 その他のサウンドテクノロジーの詳細はこちら P.41～42

【　　オーディオ能力　　】

【　映像/音声入出力など　】

【　　本体付属品　　】

●タイムアライメント　●13バンドグラフィックイコライザー　●Power MOS FET 50W×4ch　●アドバンスド・サウンドレトリバー　●ハイパスフィルター　
●ハイボルテージプリアウト　●MIXTRAX EZ
入力：RCA端子［リア］（映像/音声/バックカメラ）、USB端子［リア］、ミニジャック端子［リア］（映像/音声/ドライブレコーダー）
出力：RCA端子（映像/フロント/リア/サブウーファーまたはHi/Mid/Low）
●USB延長ケーブル（1.5m）　●専用リモコン　●ハンズフリー用マイク  FH-9400DVS/7400DVD

【　　対応メディア　　】
【　　対応フォーマット　　】
【 　 　 デ ザ イン 　 　 】
【　　インターフェース　　】
【 画 質 】

DVD、CD、USB、iPhone、iPod、スマートフォン（Android：MTP接続）、Bluetooth  FH-9400DVS/7400DVD  、FM/AM、AUX※1※2※3※4※5

VRモード、FLAC、WMA、MP3、AAC、Divx®、MPEG、H.264、JPEG、WAV※6、MKV  FH-9400DVS/7400DVD  、FLV  FH-9400DVS/7400DVD
●ハードキー（112色）/明るさ（19段階）　●メニューカラー（5色）　●メニュー壁紙の変更
●日本語表示対応　●ミュージックブラウザ※7　●「Siriアイズフリー機能」対応  FH-9400DVS/7400DVD　●純正ステアリングリモコン対応
●ブリリアントフィニッシュパネル

iPhoneでしたいことを「Apple CarPlay」＊で。
しかも、つなぐだけでカーナビとしても使える。

原音に忠実な再生をめざして、何度も試
聴を繰り返しながら最適なパーツの厳選
や組合わせを吟味。2Dメインユニットの
トップクラスにふさわしい高音質設計を
実現しました。

スマートフォンでしたいことを「Android AutoTM」＊＊で。
しかも、つなぐだけでカーナビとしても使える。

「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」でディスプレイに表示。
Siriによる音声操作にも対応し、タッチパネルでもスムーズに操れます。

普段、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」に対応。また「Google Play 
Music」など多彩なアプリも車室内で使えるので、ドライブが楽しく便利になります。

※Android、Android Auto およびその他の
マークは、Google Inc. の商標です。

＊iOS7.1以降に対応。 「Android Auto」 
機能紹介映像は、こちら

「Apple CarPlay」 
機能紹介映像は、こちら

2Dメインユニット

FH-9400DVS  
オープン価格＊ NEW

フルHD映像や抜群の高音質を堪能できる。

2Dメインユニット

FH-7400DVD
オープン価格＊ NEW

6.2V型ワイドVGAモニター/DVD-V/VCD/CD/
USB/チューナー・DSPメインユニット

FH-6200DVD
オープン価格＊

様々な映像や音楽を手軽に楽しめる。

スマホなどに保存した楽曲を手軽にクルマの中で
Bluetooth接続｜FH-9400DVS/7400DVD

高音質テクノロジーでサウンドが生まれ変わる
高性能DSP｜FH-9400DVS/7400DVD/6200DVD

Bluetoothを使うことにより、ケーブルで接続することなくワイヤレスで音楽再
生をしたり、ハンズフリー通話をすることが可能。手間なく便利になることで、ド
ライブの楽しさや快適さがさらに広がっていきます。

スピーカーから音が到達する時間差を補正する「タイムアライメント」や音質
を細かく調整できる「13バンドグラフィックイコライザー」で、車室内を理想
の音響空間へと導きます。

より高音質に音楽を再生できる可逆圧縮音声フォーマットのFLACファイル
をはじめ、様々なフォーマットを再生可能。フルHD画質の動画再生にも
対応し、美しい映像を車室内で楽しめます。また、192 kHz/24 bitまでの
ハイレゾ音源のFLACファイルをダウンサンプリング再生できます。さら
に、DVD/CDはもちろん、iPhone、iPod、スマートフォン（Android）や
ポータブルHDDまで、多彩なメディアの映像や音楽を楽しめます。

幅広い映像や音楽を、車室内でもハイクオリティで再現する
メディア/フォーマット対応｜FH-9400DVS/7400DVD

細部までこだわり抜いた高音質を存分に味わえる
高音質パーツ｜FH-9400DVS/7400DVD

▲ハンズフリー用マイク ▲ケーブルレスで接続も自動

Bluetoothオーディオに対応

▲タイムアライメント
　（FH-9400DVS/7400DVD）

▲13バンドグラフィックイコライザー
　（FH-6200DVD）

FH-9400DVS FH-9400DVS

多彩な映像と音楽を鮮やかに 描き出し、
ドライバーの思いのままに操れ る。

※4 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。※5 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。※6 著作権保護されたファイルは再生できません。※7 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。　＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

＊＊Android OS Ver.5.0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になります。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。
※1 MTPはAndroid4.0以降のスマートフォンが対応しています。機種の仕様によっては対応しないものがあります。※2 本機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。※3 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「iPhone、iPod接続情報」（P.43）をご覧ください。 ※注意事項と詳細な機能・仕様に関しては、P.39～43の「メインユニット機能比較表」、「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。

2D　［ DVD/CD＋USB/iPod ］ 2D　［ DVD/CD＋USB/iPod ］
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スマートフォンと連携する新しいインターフェース｜マルチディスプレイモード｜FH-4400、DEH-6400、MVH-7400

スマートフォン（専用アプリ）とオーディオ本体を連携さ
せることでスマートフォンを使ってカーオーディオを操
作したり、日本語やビジュアル表現を使った表示をさ
せることが可能。スマートフォンを使うことでカーオー
ディオのインターフェースを飛躍的に進化させます※1。

▲左右フリックで曲送り・曲戻しが可能 ▲フリック＆タッチでAVソースを切換え

マルチディスプレイモード接続方法に関してはこちら P.12

【対応OS】 iOS8.0～/Android OS Ver.4.1～
【可能な操作】曲送り/曲戻し/一時停止/再生/シャッ
フル/リピート/音量/選曲/受信局切換/受信局
サーチ/ソース切換/オーディオ本体詳細設定

マルチディスプレイモードは専用アプリ「Pioneer ARC（アドバンスドリモートコントロール）」をインストールしてご使用ください（端末により
インストールできない場合があります）。

▲タイムアライメント設定画面

専用アプリPioneer ARCについて

App Store Google Play

■ 2Dメインユニット ■
CD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

FH-4400
希望小売価格 20,000円（税別）

■ 1D CDメインユニット ■
CD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

DEH-6400
希望小売価格 19,000円（税別）

■ 1Dメインユニット ■
Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

MVH-7400
希望小売価格 17,000円（税別）

対応メディア/フォーマットについてはこちら P.39～40 その他のサウンドテクノロジーの詳細はこちら P.41～42

高音質テクノロジーでサウンドが生まれ変わる｜高性能DSP｜FH-4400、DEH-6400、MVH-7400

スピーカーから音が到達する時間差
を補正する「タイムアライメント」や音
質を細かく調整できる「13バンドグラ
フィックイコライザー」で、車室内を理
想の音響空間へと導きます。

楽曲をより高音質に楽しむ
｜ハイレゾ音源再生対応｜
 FH-4400、DEH-6400、MVH-7400

USBデバイスに収録したハイレゾ音源の
FLACファイルを再生可能。再生時には
圧縮したファイルがオリジナルデータに
戻るため、音質が劣化することなく、クリ
アな音で音楽を聴くことができます。
96kHz/24bitまでのFLACファイルの
再生が可能。
※再生：44.1kHz/16bitダウンサンプリング再生。

【　　インターフェース　　】
【　　オーディオ能力　　】

【　　対応メディア　　】
【　　対応フォーマット　　】
【 　 　 デ ザ イ ン 　 　 】
【　　音声入出力　　】

【 　 　 同 梱 品 　 　 】

●マルチディスプレイモード対応　●純正ステアリングリモコン対応　●「Siriアイズフリー機能」対応

●Power MOS FET 50W×4ch　●アドバンスド・サウンドレトリバー　●バスビートブラスター  *詳細はこちら　　　　　●「カラオケ」機能  *詳細はこちら
●MIXTRAX EZ（ノンストップミックスプレイ/ショートプレイバック/フラッシングカラー） *詳細はこちら
CD  FH-4400、DEH-6400  、USB、iPhone、iPod、スマートフォン（Android：MTP接続/AOA2.0）、Bluetooth、FM/AM、AUX※2※3※4※5※6

FLAC、WMA、MP3、AAC、WAV※7

マルチカラーLED（22万色/2ゾーン）

入力：USB端子［フロント］※8、ミニジャック端子［フロント］

出力：RCA端子（フロント/リア/サブウーファーまたはHi/Mid/Low）

●専用リモコン　●ハンズフリー用マイク　●200mmワイド車専用パネル  FH-4400のみ

P.11

P.12

P.11

スマートフォン の操作に合わせ、
車室内に高 音質が広がる。

音像定位が右側に寄っている

距離が近い距離が遠い

調整前調整前

音像がセンターに定位している

調整後調整後

接続情報」（P.43）をご覧ください。※6 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。※7 著作権保護されたファイルは再生できませ
ん。※8 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.47参照）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。

※1 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 MTPはAndroid4.0以降のスマートフォンが対応しています。機種の仕様によっては対応しないものがあ
ります。※3 本機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。※4 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。※5 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「iPhone、iPod ※注意事項と詳細な機能・仕様に関しては、P.39～43の「メインユニット機能比較表」および裏表紙の「安全に関するご注意」をご覧ください。

2D　［ CD＋USB/iPod ］ 1D　［ CD＋USB/iPod ］

08メインユニットメインユニット07



CD、USB、iPhone、iPod、スマートフォン（Android：MTP
接続/AOA2.0）、Bluetooth、FM/AM、AUX※2※3※4※5※6
FLAC、WMA、MP3、AAC、WAV※7

CD、USB、iPhone、iPod、スマートフォン（Android：MTP
接続/AOA2.0）、FM/AM、AUX※2※3※4※5※6
WMA、MP3、WAV※7

USB、iPhone、iPod、スマートフォン（Android：MTP接続/
AOA2.0）、Bluetooth、FM/AM、AUX※2※3※4※5※6
FLAC、WMA、MP3、AAC、WAV※7

USB、iPhone、iPod、スマートフォン（Android：MTP接続/
AOA2.0）、FM/AM、AUX※2※3※4※5※6
WMA、MP3、WAV※7

スマートフォンと連携する新しいインターフェース｜マルチディスプレイモード｜DEH-5400/4400、MVH-5400/3400

スマートフォン（専用アプリ）とオーディオ本体を連携させることでスマートフォンを使ってカーオーディオ
を操作したり、日本語やビジュアル表現を使った表示をさせることが可能。スマートフォンを使うことで
カーオーディオのインターフェースを飛躍的に進化させます※1。

スマートフォンの操作に合わ せ、楽しさが自由に広がる。

▲左右フリックで曲送り・曲戻しが可能 ▲フリック＆タッチでAVソースを切換え

■ 1D CDメインユニット ■
CD/USB/チューナーメインユニット

DEH-4400
オープン価格＊

■ 1D CDメインユニット ■
CD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

DEH-5400
希望小売価格 15,000円（税別）

■ 1Dメインユニット ■
Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

MVH-5400
希望小売価格 14,000円（税別）

■ 1Dメインユニット ■
USB/チューナーメインユニット

MVH-3400
希望小売価格 8,000円（税別）

5バンドグラフィックイコライザー
設定画面（DEH-4400、MVH-3400）

13バンドグラフィックイコライザー
設定画面（DEH-5400、MVH-5400）

スマー
トフォン

（And
roid）を

はじめ
とする

デジタ
ルデバ

イスも
楽しめ

る

Bluet
ooth搭

載CDメ
インユ

ニット ［
DEH-5

400］

Bluetoothを搭載することでデジタルデバイスを自在に楽しめる
USB専用メインユニット ［MVH-5400］

シンプルか
つ手軽に音

楽を楽しめ
る

USB専用メ
インユニット

 ［MVH-340
0］

対応メディア/フォーマットについてはこちら P.39～40 その他のサウンドテクノロジーの詳細はこちら P.41～42

●マルチディスプレイモード対応　●純正ステアリングリモコン対応 

●Power MOS FET 50W×4ch　●アドバンスド・サウンドレトリバー　

●13バンドグラフィックイコライザー  DEH-5400、MVH-5400　

●5バンドグラフィックイコライザー  DEH-4400、MVH-3400

●バスビートブラスター  DEH-5400、MVH-5400   *詳細はこちら　　　　　   
●「カラオケ」機能  DEH-5400、MVH-5400   *詳細はこちら
●MIXTRAX EZ（ノンストップミックスプレイ/ショートプレイバック） *詳細はこちら
●マルチカラーLED（最大22万色/2ゾーン） DEH-5400/4400

●デュアルLED（ブルー/レッド） MVH-5400

入力：USB端子[フロント]※8、ミニジャック端子[フロント]

出力：RCA端子（リアorサブウーファー）

●専用リモコン  DEH-5400、MVH-5400　 ●ハンズフリー用マイク  DEH-5400、MVH-5400

【対応OS】 iOS8.0～/Android OS Ver.4.1～
【可能な操作】曲送り/曲戻し/一時停止/再生/
シャッフル/リピート/音量/選曲/受信局切換/受信
局サーチ/ソース切換/オーディオ本体詳細設定

マルチディスプレイモードは専用アプリ「Pioneer ARC（アドバンスドリモートコントロール）」
をインストールしてご使用ください（端末によりインストールできない場合があります）。

専用アプリPioneer ARCについて

App Store Google Play

P.11

P.11

P.12

【インターフェース】
【オーディオ能力】

【 デ ザ イ ン 】

【 音 声 入 出 力 】

【 同 梱 品 】

iPhoneやスマートフォン（Android）など

多彩なメディアが手軽に楽しめる

CDメインユニット ［DEH-4400］

マルチディスプレイモード接続方法に関してはこちら P.12

※6 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「iPhone、iPod接続情報」（P.43）をご覧ください。※7 著作権保護されたファイルは再生で
きません。※8 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様な場合には、オプションのUSB延長ケーブル「CD-U51E」（P.47参照）をご使用ください。＊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 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 MTPはAndroid4.0以降のスマートフォンが対応しています。機種の仕様によっては対応しないものがあ
ります。※3 本機との組合わせでの使用時に携帯デジタルプレーヤーやUSBメモリー等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。※4 携帯デジタルプレーヤーやUSBメモリー等を車内に長時間
放置しないでください。高温により変形･変色したり、故障する恐れがあります。※5 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。 ※注意事項と詳細な機能・仕様に関しては、P.39～43の「メインユニット機能比較表」、「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。
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Pioneer ARC FH-4400｜DEH-6400/5400/4400｜MVH-7400/5400/3400

Pioneer ARC（アドバンスドリモートコントロール）は、「マルチ
ディスプレイモード」に対応したパイオニア製カーオーディオとの
連携操作を実現するアプリです。スマートフォンのディスプレイに
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。

USB接続

Bluetooth接続

USB接続

Bluetooth接続

FH-4400

iPhone
（iOS 8.0～）

マルチディスプレイモード
対応機種 接続方法

MVH-7400DEH-6400 DEH-5400 DEH-4400MVH-5400 MVH-3400

Android
（Android OS Ver.4.1～）

MIXTRAX EZ FH-9400DVS/7400DVD/6200DVD｜FH-4400 
DEH-6400/5400/4400｜MVH-7400/5400/3400

手軽にノンストップミックス再生を実現する「MIXTRAX EZ」を搭載。
USB、iPhone、iPod再生時には曲と曲をつなげた連続再生が楽しめます。

短い時間で、より多くの楽曲を楽しめる。

「ショートプレイバック」機能

１曲の再生時間を短く設定できる「ショートプレイバック」

機能を搭載。短時間でより多くの曲を次々とダイジェストで

楽しむことができます。

色鮮やかに、音楽の楽しさを演出できる。

「フラッシングカラー」機能

操作キーとディスプレイのイルミが音量や低音に合わせて

連動して変化する「フラッシングカラー」機能を搭載。車室

内を魅力的に演出します。

多彩なエフェクトで曲をつなぎ、ドライブ中の気分を盛り上げる。

「MIXTRAX EZ」機能

手軽にノンストップミックス再生を楽しめる「MIXTRAX EZ」

機能を搭載。聴きなれた楽曲も新鮮に感じられ、途切れずに

流れる音楽が、ドライブする気持ちを高めます。 MusicMusicMusic

曲間にエフェクトをかけて自然につなげる

Music

Music

Music Music Music

Music

同じ時間でたくさんの曲を楽しめる 曲の変化にイルミが連動

MVH-5400/3400非対応

「カラオケ」機能 FH-4400｜DEH-6400/5400｜MVH-7400/5400NEW

再生しているソースにAUX入力端子へ接続したマイクの音声を重ねることができる「カラオケ」
機能を搭載。ソースの音楽と音声が同時にスピーカーから再生されます。AUXにマイクをつなげる
ことで、再生している音楽に声を重ね、車室内でまるでカラオケのように楽しめます。
※音楽と音声は別々にボリューム調整できます。　対応ソース：CD、USB、iPhone、iPod、Bluetooth

さらに、スマホをつないで音楽ストリーミングアプリ「ミュージッククルーズ

チャンネル」と組合わせると、音楽に合わせて歌詞表示もできるので、ますます

実際のカラオケのように歌えます。

AUX端子にマイクを接続

サーチボタンの長押しで
「カラオケ」機能ON

カロッツェリアオーディオ先進機能
クルマでもっと音楽を楽しむための先進機能の数々が、カロッツェリアのオーディオには搭載されています。

バスビートブラスター FH-4400｜DEH-6400/5400｜MVH-7400/5400NEW

低音そのものではなく、低音の倍音成分を足すことで小口径のスピーカーでも量感のある低音を再現し、音楽
に迫力を生みだします。低音の振幅の大きさに合わせて音を増強し、クリアな低域再生を実現。いつもの音楽が
アタック感、リズム感をより感じるサウンドに変化します。

一般的な低音増強機能

スピーカー再生帯域外の周波数成分を増強しても、

低音が増強されたようには聴こえない。

バスビートブラスター

スピーカー再生帯域内の元の音に倍音成分の

周波数を付加。仮想低音増強の効果により低音が

増強されて聴こえる。

低音増強比較

スピーカー再生帯域

増 強

周波数

レ
ベ
ル

低音不変

レ
ベ
ル スピーカー再生帯域

仮想低音増強

周波数
低音増強

12メインユニットメインユニット11



コンソールに調和するフォルムと
快適な操作性が新しいドライブを生み出す。

【  対応メディア  】
【  対応フォーマット  】
【  オーディオ能力  】
【  映像/音声入出力  】

【   同 梱 品   】

DVD、CD、USB、iPhone、iPod、FM/AM、AUX※1※2※3※4
VRモード、DivX®、WMA、MP3、AAC、MPEG、JPEG※6
●Power MOS FET 50w×4ch　●アドバンスド・サウンドレトリバー　●3バンドイコライザー
入力：USB端子［フロント］※7、 ミニジャック端子［フロント］、RCA端子［リア］（映像/音声）
出力：RCA端子（リア or サブウーファー）、RCA端子（映像）
専用リモコン

■ 2Dメインユニット ■
CD/USB/チューナーメインユニット

FH-3100
希望小売価格 16,000円（税別）

【  対応メディア  】
【  対応フォーマット  】
【  オーディオ能力  】

【   音声入出力   】

CD、MD、FM/AM、AUX
WMA、MP3、AAC、WAV※6
●Power MOS FET 50W×4ch
●7バンドグラフィックイコライザー
入力：ミニジャック端子［フロント］
出力：RCA端子
（リア or サブウーファー）

■ 2Dメインユニット ■
MD/CD/チューナー･WMA/MP3/AAC/WAV対応メインユニット

FH-P530MD-B/-S
希望小売価格 35,000円 （税別）

【   デ ザ イン   】
【  対応メディア  】
【  対応フォーマット  】
【  オーディオ能力  】

【   音声入出力   】
【   同 梱 品   】

●2Dメインユニットタイプ　●マルチカラーLED（22万色/2ゾーン）
CD、USB、iPhone、iPod、スマートフォン（Android）、FM/AM、AUX※1※2※3※4※5
WMA、MP3、WAV※6
●Power MOS FET 50W×4ch　●アドバンスド・サウンドレトリバー　●5バンドグラフィックイコライザー
●MIXTRAX EZ（ノンストップミックスプレイ/ショートプレイバック/フラッシングカラー）
入力：USB端子［フロント］※7、ミニジャック端子［フロント］　出力：RCA端子（リア or サブウーファー）
●200mmワイド車専用パネル

【  対応メディア  】

【  対応フォーマット  】
【   デ ザ イン   】
【  インターフェース  】

【  オーディオ能力  】

【   音声入出力   】
【   同 梱 品   】

CD、USB、iPhone、iPod、スマートフォン（Android）、
Bluetooth、FM/AM、AUX※1※2※3※4※5
FLAC、WMA、MP3、AAC、WAV※6
●マルチカラーLED（22万色/2ゾーン）　●ツインロータリーキー
●日本語表示対応　●ミュージックブラウザ搭載※8
●「Siriアイズフリー機能」対応　●純正ステアリングリモコン対応
●Power MOS FET 50W×4ch　●アドバンスド・サウンドレトリバー
●5バンドグラフィックイコライザー　●MIXTRAX EZ（ノンストップミックスプレイ/
ショートプレイバック/フラッシングカラー/ディスプレイエフェクト）
入力：USB端子［リア］、ミニジャック端子［リア］　出力：RCA端子（フロント/リア/サブウーファー）
●専用リモコン　●USB延長ケーブル（1.5m）
●ミニジャック延長ケーブル（1.5m）　●ハンズフリー用マイク

【  対応メディア  】
【  対応フォーマット  】
【  オーディオ能力  】

【   音 声 入 力   】

CD、FM/AM、AUX
WMA、MP3、WAV※6
●Power MOS FET 50W×4ch　●アドバンスド・サウンドレトリバー
●5バンドグラフィックイコライザー
入力：ミニジャック端子［フロント］MD/CD再生対応。AUX装備。

２つのカラーから選べる。

日本語表示とツインロータリーキーで、
楽曲検索がスムーズになる。

DVDからUSB/iPodまで、
あらゆる映像や音楽を楽しめる。

■ 1Dメインユニット ■
CD/チューナーメインユニット

DEH-380  
オープン価格＊

■ 1Dメインユニット ■
DVD-V/VCD/CD/USB/チューナーメインユニット

DVH-570  
希望小売価格 21,000円（税別）

■ 1Dメインユニット ■
CD/Bluetooth/USB/チューナーメインユニット

DEH-7100
希望小売価格 23,000円（税別）

CDをシンプルに楽しめる。

▲200mmワイド車専用パネル同梱

※iPhone、iPodを接続する場合は
　「CD-IB10Ⅱ」が必要です。

ています。機種の仕様によっては対応しないものがあります。※6 著作権保護されたファイルは再生できません。※7 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.47参照）をご使用ください。※8 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。＊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。＊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 本機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。※2 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。※3 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「iPhone、iPod接続情
報」（P.43）をご覧ください。※4 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。※5 MTPはAndroid 4.0以降のスマートフォンが対応し ※注意事項と詳細な機能・仕様に関しては、P.39～43の「メインユニット機能比較表」、「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。
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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。

16高音質高音質15



カロッツェリアだから実現できる、システムトータルでの高音質。
「原音忠実再生」を追求し続けてきたカロッツェリアが、ハイレゾ音源再生に完全対応。

高密度なハイレゾ音源の音楽信号をメインユニットで読み取り、その信号を純粋なままパワーアンプへ伝送。

そして、スピーカーから臨場感溢れる情景として描き出す。

充実のハイレゾ対応商品ラインアップ。

膨大な情報量の音源を精緻に読み取る
メインユニット「サイバーナビ」。

微細な音の表情までも余さず増幅する
高性能パワーアンプ。

音楽の真の姿を、より繊細に、より力強く
ありのままに描く高品位スピーカー。

Main unit

Power Amplif  ier

RS-A09x RS-A99x PRS-A900 PRS-D800

Power Amplifier

TS-ST910 TS-T730

Tune-up tweeter

TS-C1730S
TS-C1630S

TS-C1736S

Custom Fit Speaker

RS Speaker

TS-C1730
TS-C1630

TS-V173S

TS-T440

TS-F1740S
TS-F1640S
TS-F1040S

TS-F1740
TS-F1640
TS-F1040

車種専用サイバーナビ

Main Unit

Main Unit

AVIC-CL902-M/
CL902

AVIC-CW902-M/
CW902

AVIC-CZ902-M/
CZ902

TS-Z1000RS

Sp

eaker/Tune-up tweeter

AVIC-CZ902XS

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。

■「TS-V173S」は、Auto Sound Web Grand Prix 2017を受賞しました。 サイバーナビ、車種専用サイバーナビの詳細は「サイバーナビカタログ」または弊社ホームページ（carrozzeria.jp）にてご確認ください。
サイバーナビ  xシリーズ「AVIC-CZ902XS」の詳細は、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）にてご確認ください。

18ハイレゾラインアップハイレゾラインアップ17



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。

人の声などを担う中域を充実させるために、指向性に優れたトゥイーターから中域を再生するという
発想に辿り着きました。そこで、低クロスオーバー化や各ユニットの最適化などに取組み、中域の「低歪み」
と「広指向性」を獲得。車室内での優れた空間描写と、目前に広がる臨場感を演出します。

車室内における理想の空間描写と高忠実度再生を実現。
― 「Open＆Smooth」コンセプト ― スマホなど手元の端末で、純正スピーカーとカロッツェリアスピー

カーとの聴き比べができる「カーサウンドフィット」アプリ。車種と
スピーカーを選ぶだけで、スピーカー取付後の音質・音場を走行
中のイメージ映像とともに疑似体験できる画期的なアプリです。

車種ごとに車室内音場が疑似体験できる。

対応端末、アプリダウンロードなど詳しくは、こちら 

鮮やかで力強い音を実現した
スタンダードモデル。

磨き抜かれた艶やかな音を放つ
ハイグレードモデル。

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。

Fseries

C series

Vseries

型番

TS-F1740

TS-F1640

TS-F1040

スピーカー構成

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

瞬間最大入力 定格入力

91 dB

91 dB

88 dB

出力音圧レベル

4 Ω

4 Ω

4 Ω

インピーダンス

30 Hz～58 000 Hz

34 Hz～58 000 Hz

44 Hz～58 000 Hz

再生周波数帯域

●

●

●

保証書質量（1個）
ウーファー部　トゥイーター部

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

160 W

160 W

100 W

160 W

160 W

100 W

35 W

30 W

20 W

35 W

30 W

20 W

91 dB

91 dB

89 dB

4 Ω

4 Ω

4 Ω

30 Hz～58 000 Hz

34 Hz～58 000 Hz

42 Hz～58 000 Hz

●

●

●

0.71 kg

0.70 kg

0.47 kg

0.68 kg

0.67 kg

0.44 kg

ー　  

ー　  

ー　  

0.05 kg

0.05 kg

0.05 kg

TS-F1740S

TS-F1640S

TS-F1040S

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

瞬間最大入力

180 W

180 W

180 W

160 W

定格入力

50 W

50 W

50 W

45 W

出力音圧レベル

90 dB

90 dB

90 dB

89 dB

インピーダンス

4 Ω

4 Ω

4 Ω

4 Ω

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

保証書

●

●

●

●

質量（1個）
ウーファー部　トゥイーター部

0.56 kg　　0.13 kg

0.78 kg　   0.06 kg

0.78 kg　   0.22 kg

0.64 kg　   0.06 kg

型番

TS-V173S

TS-C1730S

TS-C1736S

TS-C1630S

TS-C1730

TS-C1630

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

180 W

160 W

50 W

45 W

90 dB

89 dB

4 Ω

4 Ω

33 Hz～64 000 Hz

35 Hz～64 000 Hz

●

●

0.80 kg　　　ー

0.66 kg　　　ー

スピーカーコードは同梱されておりません。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。■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、カスタムフィットスピーカーには、車両側のスピーカー用配線を利用するための接続コードを付属させてありますので、メインユニットに接続するための

カスタムフィットスピーカーSpeaker

20スピーカースピーカー19

カスタムフィットスピーカー



17cm2ウェイスピーカー

TS-F1740　NEW
希望小売価格 8,000円 （税別/2個1組）

16cm2ウェイスピーカー

TS-F1640　NEW
希望小売価格 7,500円 （税別/2個1組）

10cm2ウェイスピーカー

TS-F1040　NEW
希望小売価格 7,000円 （税別/2個1組）

17cm2ウェイスピーカー

TS-C1730
希望小売価格 21,000円 
（税別/2個1組）

16cm2ウェイスピーカー

TS-C1630
希望小売価格 21,000円 
（税別/2個1組）

TS-C1730

17cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-F1740S　NEW
希望小売価格 16,000円 （税別/4個1組）　

16cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-F1640S　NEW
希望小売価格15,000円（税別/4個1組）

10cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-F1040S　NEW
希望小売価格15,000円（税別/4個1組）

●「TS-F1740S/F1740」にはウーファー取付ブラケットを同梱。別売のブラケットを購入することなく、幅広い車種に取付可能です。●同梱の取付ブラケットや別売のトゥイーター取付キットの
使用により、幅広い車種の純正位置へのトゥイーター取付けが可能です。（TS-F1740Sのみ）●「TS-F1740S/F1640S/F1740/F1640」は同梱のワンタッチ接続アダプターで、形状の
異なる自動車メーカーのコネクターをスムーズに接続できます。●「TS-F1740S/F1740」にはトヨタ車用4Pジャンパーコネクターを同梱。

ウーファーとトゥイーターを分離し、音の立体感と明確な音像定位を獲得できるセパレートタイプ。
ウーファーとトゥイーターの一体化により、まとまりの良い音と高い取付性を実現したコアキシャルタイプ。
カスタムフィットスピーカーに変えるだけで、車室内は贅沢なサウンド空間に生まれ変わります。

17cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-V173S
希望小売価格 60,000円（税別/4個1組）

WOOFER  UN I T NETWORK  UN I T

広帯域再生を実現する「17cm2層構造カーボンファイバーコーン」。

TWEETER  UN I T

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」。

「専用セパレート型クロスオーバーネットワーク」。

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」。

広帯域に渡り、優れた駆動力を実現する「高性能磁気回路」。

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」。

RSシリーズと同様、軽量・高剛性に加えて、高い
伝搬速度と優れた応答性を併せもったカーボン
素材を採用し、輪郭がくっきりとした中低音再生
を実現します。

トゥイーター/ウーファー
それぞれの専用ネットワー
クとしたことで干渉ノイズ
を徹底排除。また、小型化
によりコンソールやドア内
にも取付可能です。

●トゥイーターの内側と外側のコルゲーションにダンプ剤を塗布して不要共振を抑制。●ウーファーのエッジには「コルゲーション
エッジ」を採用し正確なストロークと共振を抑制。●剛性を高め、不要な共振を抑える特殊制振「バックカバー」搭載。●小型でも強力
な磁束が得られる「ネオジウムマグネット」を搭載した磁気回路により、繊細な高域までも明瞭に再生します。●トゥイーター／ウーファー
背面に高剛性と高級感を演出する「しぶき塗装」を採用。●ウーファーには高品位デザインをあしらったスピン形状カバーを装備。

磁気回路には、強力な磁束を得られる「ネオジウ
ムマグネット」と、高純度OFC真四角線を使用した
高効率「スクエアボイスコイル」を搭載しています。

RSシリーズで開発した6本V字リブ構造を採用。
フレーム全体で不要な共振を分散・低減します。

低域側の再生帯域を拡大
するために、RSシリーズの技
術を継承。ボーカル帯域から
65kHzの超高域まで、情報
量豊かに再生します。

混変調歪みの原因となるサ
イドローブを低減。超高域ま
で濁りのない輪郭のくっきり
した音像を実現します。

OTHER S

▼ WF用

▲ TW用

配線を変えるだけで飛躍的に音質が向上

「バイアンプ接続」により、トゥイーターとウー
ファーのチャンネルセパレーションが向上すると
ともにリアに使っていた内蔵アンプのパワーを
すべてフロントに集中させることができます。
Vシリーズのクロスオーバーネットワークは、「バ
イアンプ接続」に対応。手軽に配線を変えるだけ
で、クリアな高域と力強い低域を奏で、より鮮明
なサウンドを味わうことができます。

バイアンプ接続

17cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-C1730S
希望小売価格 32,000円
（税別/4個1組）

16cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-C1630S
希望小売価格32,000円
（税別/4個1組）

WOOFER  UN I T

NETWORK  UN I T

TS-C1736Sトゥイーター純正位置装着例

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」。

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」。

不要共振を排除する高剛性「アルミダイキャストフレーム」。

TWEETER  UN I T

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※」。

取付位置に適した角度調整が可能な
「ロータリー機構」（TS-C1730S/C1630S）。

高品位「クロスオーバーネットワーク」。
（TS-C1730S/C1630S）

ウーファー振動板に求められる、軽さ、強靭さ、しなやかさを
満たすアラミドファイバーを採用。振幅時のストロークがより
正確になったことで、さらなる低歪み化を実現。低域の押し
出しの強さや中域のクリアさがグレードアップしました。

振動板にはアルミニウム合金を使用し、「頂点駆
動方式」と「キングコートエッジ」を採用。中域か
ら超高域までの緻密
な音を描写する正確
さに加え、豊かな音場
感を実現しました。

高品位パーツを厳選し伝
達ロスや歪みを排除。トゥ
イーターの感度を3段階に
調整できるアッテネーター
も搭載しています。

取付後でもトゥイー
ターの向きを調整し
て音響特性を制御で
きます。

エッジ部には、軽量で耐久性の高い新素材での2層レイヤー
構造を採用。エッジ部の共振を防ぎながら、正確なスト
ロークを獲得でき、ダイナミックなサウンドを響かせます。

6本V字リブ構造の採用により、フレーム全体で不要な共振
を分散・低減します。

17cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-C1736S
希望小売価格 32,000円
（税別/4個1組）

 ◀TS-C1736S用

 TS-C1730S
 TS-C1630S用▶

※ ダイアフラムの口径はTS-C1730S/C1630Sが2.9cm。
　 TS-C1736Sは4cm。

OTHER S

OTHER S

●ウーファー部の磁気回路には、「大口径ストロンチウムマグネット」を搭載し、高い駆動力で音を厳密に響かせます。●トゥイーター部には小型でも強力な磁束が得られる「ネオジウムマグネッ
ト」を搭載した磁気回路を採用し、繊細な高域までも明瞭に再生します。●同梱の取付ブラケットや別売のトゥイーター取付キットの使用により、幅広い車種の純正位置へのトゥイーター取付け
が可能です。（TS-C1730Sのみ）

TS-C1730S

WOOF E R  U N I T N E TWOR K  U N I T

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すること
で、素早く立ち上がる
引き締まった低音を
得られ、豊かな音場が
実現します。

応答性に優れる、軽量・高剛性の「IMCC」。

軽量かつ駆動力に優れ、
力強い低域再生を実現。
信号に対し、より正確に
振動板が応答することで、
クリアで輪郭がはっきりと
した音像が実現しました。

「頂点駆動方式」の採用で、振動板への伝播ロスを軽減
し、不要な共振を徹底排除。また「反発マグネット」の採
用（TS-F1740S/F1640S/F1040S）で、クリアでメリ
ハリのあるサウンドを実現しました。

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」。

TW E E T E R  U N I T

ダッシュボードに設置した後でも縦方向の角度調整が
可能。指向性を制御し、クルマごとに異なる空間に適し
た音を響かせることができます。

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」
（TS-F1740S/F1640S/F1040S）。

振動板を最適にコントロールし、細部までに改良を加え
たことで、広帯域に渡る低歪み化と58kHzまでの超高域
再生を獲得。低クロスポイントの実現によって、中域が
明確に定位し、音像が目の前に浮かび上がります。

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」 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」
（TS-F1740S/F1640S/F1040S）。
取付性の高い専用インライン「クロスオーバー
ネットワーク」を採用。スペースの少ないドア
内部でもスッキリと
した取付けが可能
です。

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。

上質なサウンドと迫力の臨場感を手軽に味わえる。

磨き抜かれた艶やかな音を放つ
ハイグレードモデル。

CseriesVseries

セパレートタイプ

セパレートタイプ

セパレートタイプ コアキシャルタイプ

セパレートタイプ

コアキシャルタイプ

Fseries

鮮やかで力強い音を実現した
スタンダードモデル。

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。

TS-F1740S

TS-F1740 TS-F1740S

反発
マグネット

ダイアフラムイコライザー

ボイスコイル

バックチャンバー

ネットワーク同梱、ワンタッチ接続アダプター同梱 ■「TS-C1630」ワンタッチ接続アダプター同梱 ■「TS-F1740S」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-F1740」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-F1640S」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-F1640」ワンタッチ接続アダプター同梱 ■「TS-F1040S」専用クロスオーバーネットワーク同梱

■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-C1740S/C1736S/C1640S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-C1730S」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-C1736S」トゥイーター接続用変換コード同梱 ■「TS-C1730」ワンタッチ接続アダプター同梱 ■「TS-C1630S」クロスオーバー

22スピーカースピーカー21

カスタムフィットスピーカー カスタムフィットスピーカー

スピーカーを変えて車室内が贅沢なサウンド空間になると、どうなるのか。
どこかに行く予定がなくても、音楽を聴くためにクルマに乗りたくなります。
そして想像を超える「いい音」を、誰かに聴かせたくなります。愛車は貴重な
プライベート空間。せっかく音質向上するなら、思い切りこだわってみては？

思わず誰かに自慢したくなるほどいい音に。 どんなふうに
自慢してしまうか、
その一例を
見てみよう！



新開発、小型・両面駆動方式のHVTユニットをウーファー部に採用。両面に配置した薄型
トゥイーターとあいまって、設置方向に捉われず360°全方向に広がる無指向性の音場空間を
実現。どのシートにおいても、均一に聴き心地の良い音場が体感できます。

すべてのシートで、均一に広がる音場感。

翼を表現したやわらかなフォルムは、インテリアとして美しく調和。さらに、夜にはスピーカー
を取り囲むように光るブルーLEDのイルミネーションが、薄さを際立たせながら車室内空間を
高品位に演出します。

車室内を彩る、高品位なデザイン。

薄型・小型デザインに加え、スピーカーの角度を車室内の形状や設置場所に応じて調整可能な
ボールジョイント型取付金具により、幅広い車種への取付を実現します。

薄型・小型で、幅広い車種に取付可能。

インテリアと美しく調和し、
豊かな音と鮮やかな光を放つ。

●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奏でます。
●振動板には軽量・高剛性に加え、高い伝播速度と優れた応答性を可能にする高音質IMCCを採用するとともに、力強い振動板の
　駆動を実現する高い磁束密度を誇るフェライトマグネットを採用し、スピード感のある豊かな音楽再生を実現しています。
●小型密閉式エンクロージャーにより、ナチュラルな中音域再生とタイトな低域再生を実現。

小型でありながらパワフルなサウンド。

サテライトスピーカー

TS-STX510
希望小売価格 12,000円（税別/2個1組）

●デザイン性にも優れたラウンド形状の小型ホワイトエンクロージャーを採用。
●コンパクト設計により、軽カーなど車室内の居住性や後方視界を妨げない取付けが可能。

デザイン性に優れ、幅広い車種に取付可能。

ダッシュボードに融合し、
薄さを超えた高音質サウンドを再生。

わずか19mmという薄型化を実現し、様々な車種のダッシュボード形状に馴染むステルス
性を発揮。前方の視界にも影響を与えず、先進感のあるデザインでダッシュボード上に美し
く調和します。

新開発、小型・両面駆動方式のHVTユニットをウーファー部に採用。さらに薄型トゥイーター
を組み込むことで、量感あふれる低音からクリアな高音まで幅広い帯域をクリアに再生。その
薄さからは想像できないほどの高音質再生を実現しています。

Power MOS FET 50W×1chアンプを付属しているので映画のセリフやボーカルを鮮明に
再生し、臨場感あふれる音場で楽しめます。

多彩なクルマのダッシュボードに馴染むデザイン。

HVTユニットが薄型化と高音質を両立。

5.1chサラウンドシステムを手軽に構築。

ウーファー部
5.7 cm×3.0 cm角形両面駆動HVTユニット

スピーカー構成

5.7 cm×3.0 cm 角型両面駆動HVT
ユニット、2.2 cm バランスドドーム 
ダイアフラム トゥイーター

型番

TS-CH700A

再生周波数帯域

180 Hz～40 000 Hz

定格入力

10 W

瞬間最大入力

50 W

出力音圧レベル

80 dB

質量（1個）

0.19 kg

保証書

●

外形寸法

81 mm（W）×19 mm（H）×115 mm（D）

インピーダンス

4 Ω

コード長

7 m

2ウェイパワードAVセンタースピーカー※1

TS-CH700A
希望小売価格 25,000円 （税別/1個）

●優れた低域再生を実現する「クリスタルマイカコーン」に加え、「SFR(Sound Field Reflector)/音場反射
板」を採用。奥行のある音響を再現します。　●車室内を彩る存在感あふれるチタニウムゴールドのフォルム。

●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とけ込むデザイン。

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。

型  番 スピーカー構成

TS-X480G 16 cmクリスタルマイカコーンウーファー、5.7 cmコーンミッドレンジ、ドームトゥイーター、ドームスーパートゥイーター

TS-X180 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

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 コード長 質量（1個） 外形寸法

120 W 40 W 45 Hz～30 000 Hz 89 dB 4  Ω 4.55 m 2.1 kg 388 mm（W）×103 mm（H）×200 mm（D）

保証書

●

ー 80 W 25 W 75 Hz～20 000 Hz 89 dB 4  Ω 4.55 m 1.0 kg 301 mm（W）×110 mm（H）×165 mm（D）

密閉式4ウェイスピーカーシステム

TS-X480G
希望小売価格 26,800円
（税別/2個1組）

密閉式3ウェイスピーカーシステム

TS-X180
希望小売価格 10,300円
（税別/2個1組）

優れたパフォーマンスの
高音質フロント用スピーカー。
10cmダブルコーンスピーカー

TS-G1030
希望小売価格5,800円（税別/2個１組）

17cm3ウェイスピーカー

TS-E1796
希望小売価格 18,000円
（税別/2個１組）

16cm2ウェイスピーカー

TS-E1676
厳選された素材と独創の技術が投入された、
音質と柔軟な取付性を実現するユニットタイプスピーカー。

●スピード感と量感を両立し、高品位な中低域を再生する「ハイ・アコースティック・ファイバーコーン」。　●滑らかな中高域を響かせる
「マグネシウムハードドームトゥイーター（ミッドレンジ）」には、軽量かつ高剛性、さらに振動吸収性に優れたマグネシウムを世界で
初めて＊採用。　●低音豊かなサウンドを実現する「ブチルラバーエッジ」。　＊2004年5月現在 カースピーカーとして（パイオニア調べ）

希望小売価格12,000円
（税別/2個１組）

13cm3ウェイスピーカー

TS-E1396
希望小売価格14,000円
（税別/2個１組）

10cm2ウェイスピーカー

TS-E1076
希望小売価格10,000円
（税別/2個１組）

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。

内装と一体化する薄いフォルムから
クリアなサウンドを放つ。

＊2009年11月現在（パイオニア調べ）

ウーファー部には新開発した85mm×80mm(φ10cm相当）の発泡抄紙振動板を採用。
従来モデルを上回る、さらにクリアな音を全帯域で奏でます。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。また磁気回路
には、ネオジウムマグネットと2ギャップ2ボイスコイル構造を採用することで、振動板を滑ら
かに駆動。力強く厚みのある低域を響かせます。

最新テクノロジーを採用し、豊かな高音質を実現。

フロントパネルにはキメの細かいパンチングメッシュを採用。高品位なニュートラルシルバー塗装で
仕上げ、壁面に張り付くようなフォルムとあいまって、先進的な印象を放ちながら内装に調和します。

内装にフィットし、先進性を感じさせるデザイン。

超薄型ボディを活かし、これまで取付けできなかったピラー部などへの装着が可能。頭上のス
ペースや後方の視認性も確保しました。また、スピーカー本体の高さと回転角度を変えられる
位置調整機能を備えた取付金具を付属し、車室内形状に合わせた取付けが簡単に行えます。

幅広い車種や様々な場所に対応する取付性。
2ウェイサテライトスピーカー

TS-STH1100
希望小売価格 35,000円 （税別/2個1組）

「スピーカーを薄くできれば、クルマへの取付けがもっと自由になる。」という発想から開発に着手。駆動部を横に配
置し、横の振幅を縦の振幅に変換させるリンク機構を用いることで、従来のスピーカーと同じ振幅と音質を確保しな
がら、薄型化を実現しました。

カロッツェリアのスピーカー技術を結集したHVT（Horizontal-Vertical Transforming）方式。

驚異的な薄さを実現した世界初
＊

の「HVT方式」。

HVT方式の構造一般的なスピーカー

■振幅イメージ比較 振幅板の振幅
ボイスコイルの振幅

2ウェイサテライトスピーカー

TS-STH700
希望小売価格 30,000円 （税別/2個1組）

型  番 スピーカー構成

TS-E1796 17 cmハイ・アコースティック・ファイバーコーンウーファー、3.0 cmピュアマグネシウムハードドームミッドレンジ、ドームトゥイーター

TS-E1396 13 cmハイ・アコースティック・ファイバーコーンウーファー、2.5 cmピュアマグネシウムハードドームミッドレンジ、ドームトゥイーター

TS-E1676 16 cmハイ・アコースティック・ファイバーコーンウーファー、2.5 cmピュアマグネシウムハードドームトゥイーター

TS-E1076 10 cmハイ・アコースティック・ファイバーコーンウーファー、2.5 cmピュアマグネシウムハードドームトゥイーター

TS-G1030 10 cmHRコーンウーファー

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 コード長 質量（1個） 外形寸法 取付寸法

220 W 60 W 28Hz ～32 000 Hz 91 dB 4  Ω 4.5 m 1.00 kg φ 179 mm×89.5 mm（D）φ 147 mm×66 mm（D）

保証書

●

●

●

●

ー

160 W 35 W 40Hz ～32 000 Hz 90 dB 4  Ω 4.5 m 0.86 kg φ 155 mm×78.5 mm（D）φ 121 mm×57.5 mm（D）

170 W 35 W 30Hz ～30 000 Hz 90 dB 4  Ω 4.5 m 0.72 kg φ 167 mm×67.5 mm（D）φ 128 mm×44 mm（D）

110 W 25 W 45Hz ～30 000 Hz 90 dB 4  Ω 4.5 m 0.53 kg φ 131 mm×65 mm（D） φ 106 mm×46.5 mm（D）

50 W 10 W 45Hz ～20 000 Hz 90 dB 4  Ω 2 m 0.40 kg φ 130 mm×59 mm（D） φ 103 mm×43 mm（D）

型番

TS-STH1100

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

瞬間最大入力

75 W

定格入力

15 W

再生周波数帯域

70 Hz～40 000 Hz

音圧レベル＊

78 dB

コード長

7 m 

質量（1個）

0.79 kg

保証書

●

インピーダンス

4 Ω

外形寸法

261 mm（W）×36 mm（H）×105 mm（D）

＊TS-STH1100/STX510は出力音圧レベル、TS-STH700は統合音圧レベルで、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。

TS-STH700 5.7 cm×3.0 cm 角型両面駆動HVTユニット、
2.2 cm バランスドドーム ダイアフラム トゥイーター×2 50 W 10 W 110 Hz～40 000 Hz 80 dB スピーカーコード 7m

イルミ電源コード 7m 0.31 kg ●4 Ω 125 mm（W）×18.6 mm（H）×113 mm（D）

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

■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。
※1「TS-CH700A」はセンタースピーカー専用設計のため、再生周波数が180Hz～40kHzとなっています。フルレンジで使用すると、低域の無理な駆動により、音の歪みや破損の原因となることがあります。 （TS-X480G/X380/X180を除く）
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●低域部の周波数特性をチューニングする新開発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」モードがリモコンで切換可能。●筐体を新規設計し、
20cm×13cm（φ20cm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
行うことで、全体的に歪みを減らしながら低域の再生帯域を拡大、量感豊かな低音再生
を実現。●高さ7cmの薄型設計を実現し、人気の軽カーをはじめ、様々な車種のシート
下に設置可能。●薄型が際立つコンパクトでスマートなデザインを実現。●高効率な
「160W CLASS Dアンプ」を内蔵し、効率の良い高音質化を実現。

●プリウスをはじめ、欧州車などにも幅広く対応。「欧州車用取付金具」を同梱。 ●ウー
ファーユニットを２個搭載し、バスレフ型とバンドパス型を組合わせた「デュアルポー
トバンドパス方式」は、量感あふれる重低音と質感高い重低域再生が可能。またデュ
アルポートを横に配置した構造なので、フロアボードのビビリの影響もありません。 
●アルミニウム平面振動板の採用やエッジとダンパーの形状や剛性を最適化するなど
低域のリニアリティの向上も実現。 ●MOS FET 200Wハイパワーアンプを内蔵。

シート下設置イメージ※3 トランク設置イメージ※3

ラゲッジルームを犠牲にせず、
量感ある低音を響かせる。

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。

10cm×2パワードサブウーファー

TS-WX610A  
希望小売価格 28,000円（税別/1個）
（ワイヤードリモコン付属）

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）

18cm×10cm×2パワードサブウーファー

TS-WH500A
希望小売価格 25,000円（税別/1個）（ワイヤードリモコン付属）

驚異的な薄さを実現した
世界初の「HVT方式」。 詳しくはこちら P.23

「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けることが可能。 ●独自開発した両面駆動方式
HVTユニットを採用したパワードサブウーファー。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。明確な前方定位を実現。 ●HVTユニットの振動板をドライブするMOS FET 150Wアンプを搭載。 ▲アルミ調ヘアライン処理を施したブラックボディ

▲シート下設置イメージ

TS-WX70DA

TS-WX610A

TS-WX130DA

16cm射出成形PPコーン振動板
サブウーファー×2（アンプ内蔵）

10cm平面アルミニウム振動板
サブウーファー×2（アンプ内蔵）

20cm×13cm平面アルミニウム振動板
サブウーファー（アンプ内蔵）

200 W

200 W

160 W

DEEP：20 Hz～250 Hz
DYNAMIC：40 Hz～250 Hz
DEEP：20 Hz～200 Hz
DYNAMIC：40 Hz～160 Hz

104 dB（DEEP）
110 dB（DYNAMIC）
95 dB（DEEP）
100 dB（DYNAMIC）

50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.） スピーカーコード5 m、電源コード5 m、リモコン6 m 10.4 kg 850 mm（W）×97 mm（H）×323 mm（D）10 A

スピーカーコード5 m、電源コード6 m、リモコン6 m 5.89 kg      101 dB※4 50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.） φ 338 mm×144.3 mm（D）25 Hz～180 Hz 14 A

●

●

●

スピーカーコード5 m、電源コード5 m、リモコン5 m 3.5 kg50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.） 280 mm（W）×70 mm（H）×200 mm（D）4.3 A

TS-WH1000A 21cm×8cm 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）
18cm×10cm 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）

型番 スピーカー構成 最大出力 再生周波数帯域 出力音圧レベル（車室内音圧） ローパスフィルター コード長 質量（1個） 外形寸法 保証書最大消費電流

●200 W 20 Hz～200 Hz 89 dB 50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.） 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

5.28 kg 360 mm（W）×45 mm（H）×270 mm（D）14 A

＊付属品含む

●340 mm （W）×60 mm （H）×250 mm（D）TS-WH500A 150 W 20 Hz～200 Hz 98 dB 50 Hz～125 Hz
（－12 dB/oct.) 4.0kg7 A

新開発DSP搭載で、2つのモードが味わえる。

重低音を　　 　　。かせる響クルマの中で ある迫力

Deep ModeDynamic Mode

●低域部の周波数特性をチューニングする新開発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」モードがリモコン
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。●幅85cm／奥行32.3cmの小型化を実現
し、スペースの限られた軽自動車など幅広い車種に適合。●広いフラット面
を確保した天面は、荷物のスムーズな積載に対応※1。●トランクスペースを
精悍に彩るポリゴン調デザインの表面処理で高い防滴性※2を発揮。

16cm×2パワードサブウーファー

TS-WX70DA 
希望小売価格 39,000円（税別/1個）
（ワイヤードリモコン付属）

シート下から、良質な低音が広がる。

●全高わずか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、コンパクトカーをはじめ、
多くの車種に取付可能。 ●独自開発の両面駆動方式HVTユニットを採用した画期的なパワード
サブウーファー。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。明確な前方定位を実現。 
●高剛性を追求したアルミダイキャスト製ボディや、光沢感のあるブラックボディにスピン処理を施した
風格のあるハイグレードなデザイン。 ●ハイボルテージインプット対応。 ●HVTユニットの振動板を
強力にドライブするMOS FET 200Wアンプを内蔵。

45m
m
(H
)

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。

▲シート下設置イメージ

21cm×8cm×2パワードサブウーファー

TS-WH1000A
希望小売価格 50,000円（税別/1個）（ワイヤードリモコン付属）

驚異的な薄さを実現した
世界初の「HVT方式」。 詳しくはこちら P.23

シート下
取付

シート下
取付

シート下
取付

トランク
取付

スペアタイア
取付

＊

＊

■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。■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。※1 平坦部の最大積載重量は200kgです。また、積載する物によっては、本体に色が移ったり、傷が付いたりする場合がありますのでご注意
ください。※2 多少水滴の付いた荷物は置くことができますが、コード部、コネクター部、スピーカーユニット、ポート部には水がかからないようご注意ください。※3 各商品の取付写真は、撮影用のイメージです。安全のため、実際の取付けには

付属のベルト、金具等での固定が必要です。車種によっては、また取付場所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。※4 無響室で測定した音圧になります。■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。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定
めていません。
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簡単・確実に音を引き出す。
自分の手で変えられる。
アルミニウム、鉄、真鍮という異な
る金属を組合わせた※2インナーバッ
フル。単一金属固有の不要な共振を
抑制し、木製や樹脂製を遥かに凌
ぐ振動の減衰特性を実現しました。ま
た、設置場所の強度も高まり、低域の
レスポンスが劇的に向上します。

ハイブリッド メタルダイキャストを採用[7/6シリーズ]

スチールアンカープレート

大型真鍮ナット

制振塗装
高機能シーリング材
エプトシーラー

高剛性アルミダイキャストベース

高剛性・高比重のインナーバッフルと効果的な音響
パーツ一式をパッケージ。これひとつで車室内の音
響環境を総合的に改善可能。また純正状態を可能な
限り維持したまま装着できるので、自分の手で音質
向上が可能です。

メタルインナーバッフルと音響パーツで、ドアの音響環境を総合的に改善。

あらゆるニーズに対応する、高音質インナーバッフルシリーズ。

中域再生力
低域再生力
設置場所の強度改善度
ドア内部の音響改善度
総合音質改善度

UD-K716
UD-K717★
UD-K718
UD-K719

スズキ車、VW車、日産車、三菱車、マツダ車
マツダ車、フォード車、日産車
トヨタ車
ダイハツ車、トヨタ車、スバル車

21,000円
21,000円
25,000円
18,000円

型  番 対応メーカー 希望小売価格（税別）
UD-K711
UD-K712
UD-K713★
UD-K714
UD-K715

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、BMW車
ホンダ車、三菱車、日産車
スバル車

21,000円
21,000円
21,000円
21,000円
21,000円

※ドア2枚分1セット

高音質インナーバッフル ハイグレードパッケージ（16cm、17cm対応）※2

UD-K711～UD-K719※3

UD-K616
UD-K617
UD-K618
UD-K619

スズキ車、VW車、日産車、三菱車、マツダ車
マツダ車、フォード車、日産車
トヨタ車
ダイハツ車、トヨタ車、スバル車

10,000円
10,000円
13,000円
9,000円

型  番 対応メーカー 希望小売価格（税別）
UD-K611
UD-K612
UD-K613
UD-K614
UD-K615

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、BMW車
ホンダ車、三菱車、日産車
スバル車

10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円

※ドア2枚分1セット

総合的特長：
スピーカーの能力を発揮させるとともに、ドア内部の音質劣化の原因も改善します。※写真はUD-K713です。

for
PRS シリーズ / V シリーズ/ 
C シリーズ 他

ハイブリッド メタルダイキャスト

高剛性・高比重のインナーバッフルと遮音クッション
をパッケージ。スピーカーのもつ本来の能力を引き
出し、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。また、デッドニングを施すこ
とで、７シリーズ同等の音質向上が可能となります。

「強く」×「重い」メタルインナーバッフルで、引き締まった低域を実現。

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（16cm、17cm対応）※2

UD-K611～UD-K619※3

総合的特長：
異種金属の利点を活かし、スピーカーの能力を発揮させ、メリハリのある低音を響かせます。

木材繊維を樹脂で固めた高品位MDF素材のインナー
バッフルと遮音クッションをパッケージ。スピーカー取付
部への対処で、ドア鉄板部の強度不足を補い、低域
のレスポンスを高めます。また底面にウレタンクッション
処理を施すことで、密着性を改善し振動を抑えます。

標準的なインナーバッフルで、確実な音質向上を実現。

高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ（16cm、17cm対応）

UD-K521～UD-K5213

総合的特長：
スピーカーの設置状態を改善し、手頃な価格で音質を向上します。

for
V シリーズ/ C シリーズ
他※写真はUD-K521です。

高剛性MDF板

ウレタンクッション

※写真はUD-K611です。

ハイブリッド 
メタルダイキャスト for

PRS シリーズ / V シリーズ/
 C シリーズ 他

中域再生力
低域再生力
設置場所の強度改善度
ドア内部の音響改善度
総合音質改善度

中域再生力
低域再生力
設置場所の強度改善度
ドア内部の音響改善度
総合音質改善度

型  番 対応メーカー
UD-K521
UD-K522
UD-K524
UD-K525
UD-K526
UD-K528
UD-K5210

UD-K5212
UD-K5213

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

ホンダ車

スバル車
スズキ車、VW車、日産車、三菱車、マツダ車
トヨタ車

マツダ車
トヨタ車

※ドア2枚分1セット

希望小売価格（税別）
3,500円
3,500円
4,000円
4,000円
3,500円
5,500円
4,000円

UD-K5211 トヨタ車 5,000円
6,500円
8,000円

様々な場所に、取付可能。

ピラーでも

ダッシュボードでも

システムに追加することで高音域をカバー。

接続イメージ

フロント
スピーカー

フロント
スピーカー

メインユニット
●車載用初の「True型リボン」とネオジウムマグネットの磁気回路がスピード感の
ある音楽再生を実現。●薄型軽量アルミニウム振動板と独自のV字構造（特許出願中）
により、低歪みかつ指向性に優れた高域再生を実現。●音響パーツ「パーマロイ」を
「マッチングトランス」に採用し、トランジェントに優れた高音域再生を実現。

チューンアップトゥイーター

TS-T730
希望小売価格12,000円 （税別/2個1組）
（ハイパスフィルター付属）

中高域の描写に優れ、繊細な音楽再生を実現。

＊ 4Ω換算値を記載。

チューンアップトゥイーター

TS-T440
希望小売価格 5,500円 （税別/2個1組）
（ハイパスフィルター付属）　NEW

●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。●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付属。●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。

手軽な設置でクリアな高域を再生。

スピード感にあふれ、
音のディテールまでも明確に再現する。
チューンアップスーパートゥイーター

TS-ST910
希望小売価格 45,000円 （税別/2個1組） 
（ハイパスフィルター付属）

重厚低音。
より深く、キレのある低音を再生。

30cmサブウーファー

TS-W3020
希望小売価格30,000円（税別/1個）

25cmサブウーファー

TS-W2520
希望小売価格25,000円（税別/1個）

独自のテクノロジーを凝縮し、
迫力に満ちた重低音が響き渡る。

20cmサブウーファー

TS-W2020
希望小売価格20,000円（税別/1個）

●高剛性化したIMPPコーンを採用し、信号に忠実な駆動を実現。さらに「TS-W3020/W2520」には、同口径のサブウーファーよりも
大きな振動面を確保できる独自のオーバーサイズ・コーンを採用し、より深く伸びやかな印象を与える重低音を奏でます。 ●2層構造
のエッジとダブルダンパー機構により、耐入力性能の向上と正確なレスポンスを獲得。 ●「TS-W2020」はリアトレイ取付などエンク
ロージャーを使用しないフリーエアー取付に対応。 ●薄型・小容積エンクロージャーにも対応する優れた実用性と取付性を獲得。

TS-W2520

TS-W3020専用エンクロージャー

UD-SW300D 
希望小売価格12,000円（税別/1個）

TS-W2520専用エンクロージャー

UD-SW250D 
希望小売価格10,000円（税別/1個）

TS-W2020専用エンクロージャー

UD-SW200D 
希望小売価格8,000円（税別/1個）

●「TS-W3020/W2520/W2020」専用設計により、スピーカーが持つ低域の再生能力をフルに発揮。
●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」を採用。音の放射効率が高くなり、より
豊かな低域再生が可能に。また天面に物を置ける※1ので、車室内の限られたスペースを有効利用可能。
●「ダウンファイヤリング方式」以外の向きでも設置可能。様々な場所に配置可能。

UD-SW300D 14.2 ℓ

型番 容積

UD-SW250D 9.9 ℓ

522 mm（W）×352 mm（H）×163 mm（D）

474 mm（W）×304 mm（H）×150 mm（D）

外形寸法

300 mm（W）×235 mm（H）×140 mm（D）UD-SW200D 4.2 ℓ

専用設計エンクロージャーで、迫力の重低音を最大限に引き出す。

UD-SW250D

横向きでも

下向きでも

TS-W3020 30 cmキャビネットタイプサブウーファー 1500 W 20 Hz～125 Hz 93 dB 4 Ω

型番 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

91 dB 4 ΩTS-W2520 25 cmキャビネットタイプサブウーファー 1200 W 20 Hz～125 Hz

86 dB 2 Ω DVCTS-W2020 20 cmキャビネットタイプサブウーファー 600 W

400 W

300 W

150 W 20 Hz～200 Hz

φ 298 mm×86 mm（D）

φ 249 mm×78 mm（D）

●5.92 kg

取付寸法 保証書質量（1個）

●3.55 kg

φ 179 mm×67 mm（D）

φ 349 mm×104 mm（D） 

φ 296 mm×93 mm（D）

外形寸法

φ 227 mm×80 mm（D）

コード別売

コード長

コード別売

コード別売 ●2.38 kg

14.2ℓ～28.3ℓ

使用可能エンクロージャー容積

9.9ℓ～19.8ℓ

4.2ℓ～14.2ℓ

型番 スピーカー構成 瞬間最大入力 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） 外形寸法 保証書

●

TS-T730 2.9 cmバランスドドームトゥイーター 180 W＊ 1 300 Hz～64 000 Hz 90 dB 6 Ω 2 m 42 mm（W）×52 mm（H）×55 mm（D） ●

●

TS-T440 2.9 cmバランスドドームトゥイーター 160 W＊

定格入力

50 W＊

TS-ST910 3.5 cmTrue型リボントゥイーター 150 W＊ 7 000 Hz～100 000 Hz 90 dB 6 Ω 2 m 50 mm（W）×100 mm（H）×52 mm（D）
ユニット単体寸法：50 mm（W）×87 mm（H）×27 mm（D）50 W＊

35 W＊ 1 400 Hz～58 000 Hz 88 dB 6 Ω 38.2 mm（W）×51.7 mm（H）×38.1 mm（D）2 m

0.12 kg

0.4 kg

0.05 kg

ユニットサブウーファー

スピーカー27

チューンアップトゥイーター

ドア内部の音質劣化の原因を改善するデッドニング。しかし、その
作業には専門的知識やノウハウ、素材選びが必要となります。そ
うしたハードルを長年にわたる経験と科学的な検証によってクリア
にするのがサウンドエンジニア。確実な効果を得られる厳選され
た音響パーツを装着するだけで純正状態を可能な限り維持した
まま、いまあるシステムの音質を手軽に向上することができます。

より高音質にするためにスピーカーを変える。しかし、それ
だけで満足するのはまだ早い。せっかくならインナーバッフ
ルにもこだわって、スピーカーの能力を最大限に引き出しま
しょう。まずは実際に手にとってみてほしい。その重量感から、
不要な音や共振を抑える「本気度」が伝わるはずです。

スピーカーにこだわるならバッフルまで。 レーサーの小林可夢偉さんが
スピーカー&バッフルを交換してみた！

関しては、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。　■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。　★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。※1 防滴構造ではありません。　※2 UD-K715/K717/K719/K615/K617/K619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。　※3 「UD-K719/K619」は、16cmのみ対応となります。　※インナーバッフルの取付適合車種に

28スピーカースピーカー

チューンアップトゥイーター サウンドエンジニア
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地上デジタルTVチューナー※4※5

GEX-909DTV★
オープン価格＊

4チューナー スタンドアローンタイプ

●取付寸法（mm）：160 （W）×21.8 （H）×114 （D）

キレイな映像を安定受信する地上デジタルTVチューナー。

●長距離ドライブにも最適な「オート放送局サーチ」を搭載。　●安定
した視聴を実現する「4チューナーキャリア合成方式」を採用。　●地デジ
を見続けられる「ワンセグ自動切換」が可能。　●幅広く組合わせ
られるスタンドアローンタイプ。　●電子番組ガイド（EPG）対応。
●緊急警報放送（EWS）対応。

小型でハイパワーの
デジタルパワーアンプ。

600W×1・モノラルパワーアンプ

GM-D7100
希望小売価格 20,000円 （税別）

200W×4・ブリッジャブルパワーアンプ

GM-D7400
希望小売価格 25,000円 （税別）

GM-D7400

＊ケーブル類は別売です（「電源配線キット」、「RCAピンケーブル」につきましてはP.47～48参照）。

●新開発のCLASS D増幅回路を搭載。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。（GM-D7400） ●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。

100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ

GM-D1400Ⅱ
希望小売価格 16,000円 （税別）

手軽に音質を向上させる、
超小型パワーアンプ。

●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。 
●専用に新開発した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。

型番

GM-D7100

GM-D1400Ⅱ

GM-D7400

高調波歪率

0.05 %（10 W、1 kHz）

̶

0.05 %（4 W、1 kHz）

SN比

100 dB

90 dB

95 dB

周波数特性

10 Hz～240 Hz(+0 dB、-3 dB)

10 Hz～40 kHz(+0 dB、-3 dB)

10 Hz～50 kHz(+0 dB、-3 dB)

消費電流

24 A（定格出力時、4 Ω）

15 A（定格出力時、4 Ω）

33.5 A（定格出力時、4 Ω）

最大出力

200 W×4 ch（4 Ω）/600 W×2 ch（4 Ω）

600 W×1 ch（4 Ω）/1600 W×1 ch（1 Ω）

100 W×4 ch（4 Ω）/200 W×2 ch（4 Ω）

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（2 Ω）/800 W×1 ch（1 Ω）

45 W×4 ch（4 Ω/2 Ω）/90 W×2 ch（4 Ω）

チャンネル

4チャンネル

1チャンネル

4チャンネル

型番

GM-D7100

GM-D1400Ⅱ

GM-D7400

保証書

●

●

●

負荷インピーダンス

4 Ω（1 Ω～8 Ω）

4 Ω（2 Ω～8 Ω）

4 Ω（2 Ω～8 Ω）

ローパスフィルター

40 Hz ～ 500 Hz(-12 dB/oct.)

40 Hz ～ 240 Hz(-12 dB/oct.)

80 Hz(-12 dB/oct.)

バスブースト

50 Hz
（0 dB～18 dB）

̶

̶

質量

2.6 kg

2.7 kg

0.55 kg

入力レベル

<RCA>200 mV～6.5 V <スピーカー>0.8 V～16 V

<RCA>1.0 V <スピーカー>10.0 V

<RCA>200 mV～6.5 V <スピーカー>0.8 V～16 V

外形寸法

265 mm(W)×60 mm(H)×200 mm(D)

265 mm(W)×60 mm(H)×200 mm(D)

181 mm(W)×38 mm(H)×64 mm(D)80 Hz(-12 dB/oct.)

ハイパスフィルター
40 Hz ～ 500 Hz
(-12 dB/oct.)

̶

場所を選ばず、設置可能。

付属のケーブルで、手軽に設置可能。

コンソールに取付けるために必要な
ケーブル類（1.5m）を同梱しています※1※2※3。

30システムアップアイテム

型番

ND-DVR1

ND-DVR30

ND-DVR20

ND-DVR10

ND-DVR40

VREC-DZ500-C/
           DZ500

Gセンサー

3軸Gセンサー

3軸Gセンサー

3軸Gセンサー

3軸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/ セキュリティ機能

連続録画/ イベント録画/ 手動イベント録画/ 駐車監視録画

連続録画/ イベント録画/ 手動イベント録画/ 駐車監視録画

連続録画/ イベント録画/ 手動イベント録画/ 駐車監視録画

連続録画/ イベント録画/ 手動イベント録画/ 駐車監視録画

ディスプレイ

－

2.4インチ液晶

2.4インチ液晶

2.4インチ液晶

2.0インチ液晶

記録媒体

microSDHCカード　class4以上（8GB～32GB）

microSDHCカード　class10（8GB～32GB）

microSDHCカード　class10（8GB～32GB）

microSDXCカード　class10（16GB～128GB）

microSDHCカード　class10（8GB～32GB）

microSDHCカード　class10（8GB～32GB）

有効画素数

約207万画素

約207万画素

約300万画素

約300万画素

約207万画素

記録画角

水平120°垂直63°対角145°

水平105°垂直55°対角127°

水平110°垂直56°対角132°

水平110°垂直56°対角132°

水平95°垂直52°対角111°

GPS

カーナビ接続時GPSのみ対応

搭載（準天頂衛星みちびき対応）

搭載（準天頂衛星みちびき対応）

3軸Gセンサー 連続録画/ イベント録画/ 手動イベント録画/ 駐車監視録画 1.5インチ液晶約130万画素 水平109°垂直79°対角144° 搭載

搭載（準天頂衛星みちびき対応）

搭載（準天頂衛星みちびき対応）

ダッシュボードの映り込みや
反射を抑制するフィルター

※対応機種は「ND-DVR30/DVR10/DVR40」となります。
＊「ND-DVR20」は相当品が標準搭載されています。

偏光フィルター

AD-PLF1
希望小売価格 3,000円 （税別）

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

※対応機種は「ND-DVR30」となります。

映像出力用RCA分配器

RD-VRD10
希望小売価格 4,000円 （税別）

※ドライブレコーダーユニットはすべての状況において映像の記録を保証するものではありません。重大事故等で、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等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、本機をイタズラ等の目的では使用しないでください。これらの場合については弊社は一切責任を負いません。＊運転者は走行中に操作しないでください。前方
不注意となり事故の原因となりますので、操作は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

オプション

「もしも」のときにも安心・便利。出音、劇変。

見守られている安心感をプラスする。
万が一を記録するドライブレコーダー。
ワンボディかセパレートか、カーナビと連携
できるかどうか、2カメラ録画対応している
かなどなど、それぞれの特長を比べてみると
愛車に何を付ければいいか見えてきます。

事故の際に
重要となる点は？
弁護士の先生に
聞いてみました！

ドライブレコーダーで前方を記録

バックカメラ「ND-BC8Ⅱ
(別売：P.47参照)」で

後方を記録

バックカメラの映像も同時に記録。
ドライブレコーダーユニット

ND-DVR30
オープン価格＊

ドライブレコーダーユニット

VREC-DZ500-C
オープン価格＊ NEW　【同梱品】電源・AVケーブル（5m）

偏光フィルター調整後偏光フィルター調整前 偏光フィルター

偏光フィルターで鮮明に録画。
ドライブレコーダーユニット

ND-DVR20
オープン価格＊

ドライブレコーダーユニット

VREC-DZ500
オープン価格＊ NEW　【同梱品】シガーライター電源ケーブル（5m）

ドライブ中のあらゆるシーンに備え、前方の走行映像だけでなく、バックカメラ
（別売）＊1で撮影した後方の走行映像、または車室内の映像＊2を同時に記録
することができます。

※増設できるカメラは1台までです。
＊1 メインユニットに接続されたバックカメラ映像を録画する場合は映像出力用RCA分配器「RD-VRD10」が必要です。
＊2 車室内の撮影にはフロアカメラ「ND-FLC1(別売：P.47参照)」が必要となります。

後方や車内映像の同時録画が可能
ダブル

レコーディング対応

27.5
フレームレート

fps

8GB

microSD

同梱

!
イベント録画GPS内蔵

ダブル
レコーディング対応危険挙動録画

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° 駐車監視

機能

万画素300
Full HD
録画

WDR

画像補正

偏光フィルター
別売対応

ナイトサイト

Wi-Fi

専用の偏光フィルターによりフロントガラスへのダッシュボードの映り込みや
反射光を抑え、コントラストの高い映像が記録できます。

偏光フィルター
標準搭載

ナイトサイト

３軸

Gセンサー

27.5
フレームレート

fps

8GB

microSD

同梱

!
イベント録画GPS内蔵

ダブル
レコーディング対応危険挙動録画

視野角水平
110°

視野角垂直

56°
視野角対角
132° 駐車監視

機能

万画素300
Full HD
録画

偏光フィルター
標準搭載WDR

画像補正

Wi-Fi

フロントガラスへの映り込みを低減

高感度撮影で暗闇に強い。 ３軸

Gセンサー

27.5
フレームレート

fps

16GB

microSD

同梱

!
イベント録画GPS内蔵

ダブル
レコーディング対応危険挙動録画

視野角水平
109°

視野角垂直

79°
視野角対角
144°万画素130

録画

偏光フィルター
標準搭載HDR・WDR

画像補正

ナイトサイト
駐車監視
機能

Wi-Fi

非対応のドライブレコーダー VREC-DZ500-C/DZ500

ナイトサイト

暗闇でも周囲をはっきり記録する「ナイトサイト」
従来のドライブレコーダーに比べて、100分の1以下の光量でも撮影可能な業界
最高クラスの車載用高感度CMOSセンサーを搭載。

走行中走行中 駐車中

《駐車監視機能》 《駐車監視機能》
（セキュリティモード）

バッテリーの充電/設定時間（どちらか早い設定で切換え）

クルマのバッテリー駆動
（24時間365日）

エンジンOFF
（ACC-OFF）

エンジンON
（ACC-ON）

本体内蔵バッテリー駆動
（最大90分）

駐車監視
機能

24時間365日監視する「駐車監視機能（セキュリティモード）」
衝撃を検知した時だけ起動して撮影するので、クルマのバッテリーの負荷を
軽減し、長時間駐車監視することが可能。 VREC-DZ500-C

VREC-DZ500-C/DZ500

長時間録画できる32GB microSD同梱。
ドライブレコーダーユニット

ND-DVR10
オープン価格＊

スマートな取付けを実現。
ドライブレコーダーユニット

ND-DVR40
オープン価格＊

付属のmicroSDHC（32GB）で、
すぐに映像が記録できます。

すぐに使えるmicroSDカード付属

32
GB

「ND-DVR40」は台座がない分だけ本体を上部に取付
けることが可能。また、フロントガラスにカメラのレンズ
が近くなるため映り込みも抑えることができます。

シンプルな小型設計 従来モデル ND-DVR40

よりスッキリ
取付！

視界も
良好！

ナイトサイト

Wi-Fi

27.5
フレームレート

fps

8GB

microSD

同梱

!
イベント録画GPS内蔵

ダブル
レコーディング対応危険挙動録画

３軸

Gセンサー

視野角水平
95°

視野角垂直

52°
視野角対角
111° 駐車監視

機能

万画素207
Full HD
録画

WDR

画像補正

偏光フィルター
別売対応

ドライブレコーダーユニット

ND-DVR1
希望小売価格 20,000円 （税別） 

スマートに取付けるセパレートタイプ。

カーナビやAVメインユニットとの接続も可能
「ドライブレコーダーリンク」機能に対応したカーナビと
組合わせれば、カーナビ本体からドライブレコーダー
機能が操作できます。

映像入力に対応したミニジャック端子を持つAVメインユニット
「FH-9400DVS」などにも接続可能です。

カーナビ連動

AVメインユニット※8

セキュリティ
機能

ノイズ対策

地デジ

ワンタッチ
同時撮影

8GB

microSD

同梱

GPSGPS

カーナビ連動

!!
イベント撮影 同時録音

音声

カーナビ連動

27.527.5
フレームレート

fpsfps

自動録画

視野角水平
120°万画素207

Full HD
録画

視野角対角
145°

３軸

Gセンサー WDR

画像補正視野角垂直

63°

ナイトサイト

Wi-Fi

27.5
フレームレート

fps

32GB

microSD

同梱

!
イベント録画GPS内蔵

ダブル
レコーディング対応危険挙動録画

３軸

Gセンサー

視野角水平
105°

視野角垂直

55°
視野角対角
127° 駐車監視

機能

万画素207
Full HD
録画

WDR

画像補正

偏光フィルター
別売対応

32GB

microSD

同梱

劇的な音の変化を感じられる。

スタンドアローンタイプ

スタンドアローンタイプ

カーナビ連携タイプ

スタンドアローンタイプ

スタンドアローンタイプ

スタンドアローンタイプ

※1 設置場所によりケーブル類の長さが不足する場合は別売の電源ケーブル「RD-221」とRCAピンケーブル「CD-051」が必要になります。※2 コンソール内での電源供給が不足する場合には別売の電源ケーブル「RD-221」を用いてバッテリー
からの電源供給が必要になります。※3 コンソール内で「GM-D1400Ⅱ」とパワードサブウーファー両方の電源取得はできません。※4 車載機では家庭用の受信機に比べて受信可能エリアが狭くなっております。また、受信障害がある環境では、

エリア内でも受信できないことがあります。※5 詳細については、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。※6 同梱のmicroSDカードは動作確認用です。※7 セキュリティ機能動作時、振動を検知してから録画開始までは
数秒かかります。※8 カーナビ等に表示した場合には、多少粗く表示されます。■各商品の取付写真は、撮影用のイメージです。実際の取付けには付属の金具等での固定が必要です。車種や取付場所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。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

システムアップアイテム29

TVチューナー

ドライブレコーダー

パワーアンプSystem Up Item ドライブレコーダー

※6

※6

※6

※6

※6 ※6

※6※7



圧倒的な高画質がリアエンタテインメントを創り出す。

シートごとにお気に入りの映像に浸れる
プライベートモニター。

●高解像VGAパネルで鮮明な映像を再生。 ●HDMI入力※3に対応（TVM-W910のみ）し、RCA入力も装備。 ●左座席のヘッドレストシャフト専用のモニター取付金具を付属。
●周囲に合わせて画面の明るさを自動調整する「オートディマー機能」を搭載（TVM-W910のみ）。 ●HDMIで入力された音声も再生できる内蔵スピーカー（モノラル）を搭載（TVM-W910のみ)。

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モニター

TVM-W910
オープン価格＊　（モニター取付金具付属）※5※6

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）※5※6

＊車両への取付けには別売の取付キットが必要です。車種別装着事例と取付キットの詳細はP.45～46をご覧ください。

HIGH HIGH LOW

10.2V型ワイドVGAフリップダウンモニター

TVM-FW1030-B
オープン価格＊ （リモコン付属）

10.2V型ワイドVGAフリップダウンモニター

TVM-FW1030-S
オープン価格＊ （リモコン付属）

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）
NEW

10.2V型ワイドVGAフリップダウンモニター

TVM-FW1020-B
オープン価格＊ （リモコン付属）

10.2V型ワイドVGAフリップダウンモニター

TVM-FW1020-S
オープン価格＊ （リモコン付属）

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）
NEW

サイバーナビや楽ナビとつなぐことで、地デジ番組や
映画DVDなどをフリップダウンモニターに映してリア
シートで鑑賞できます。また、カーナビを介することで、
家族や仲間と旅行先でス
マートフォンやビデオカメ
ラに撮りためた映像をみ
んなで楽しめます。

スタイリッシュな薄型のデザインを採用したことで、車
室内のインテリアに美しく融合。取付部のヒンジを
40mmと余裕をもたせ、様々な車種のシートに取付け
られます※1。またモニター
の角度は無段階に調節で
きるので、リアシートに座
る人の視線の位置や座高
に合わせて、見やすい最
適な角度に調整できます。

取付部の周囲に埋め込まれたブルーLEDイルミネー
ションが車室内を高品位に彩ります。

スマートフォンやメインユニットなどの接続で、見たい映像
を大画面で楽しめます※2。またHDMI接続※3※4された映像
をヘッドホンにつなぐことで、その音までもひとり占め。リア
シートが極上のエンタテイ
ンメント空間に変貌します。
さらに2台セットなら、ひとり
一人がそれぞれのスマート
フォンなどとつないで、別々
の映像を楽しめます。

専用のフリップダウンモニター用取付キット（別売）を
使えば、ミニバンから軽自動車まで幅広い車種に美し
くスマートに取付けられます。モニターを閉じた時の
高さはわずか31.8mm。車室内でも邪魔にならない
薄型設計を実現しています。

◀N-BOX取付例

セレナ取付例▶

薄型設計のため、モニター使用時でも運転席から後方
確認の邪魔になりません。モニターを使用しない時は
折りたたんで天井にスッキリ収納することができます。

リアシートで大迫力の映像が楽しめる
フリップダウンモニター。
TVM-FW1100-S

各モデルでブラックとシルバーの2色をご用意。
愛車の内装色に合わせてお選びいただけます。

天井に装着して

みんなで楽しめる。

シートごとに

美しく装着できる。

ブルーLEDで

スタイリッシュにドレスアップ。

目の前で自分だけの

映像を楽しめる。

後席1列に1台装着して
楽しめる。

付属の取付金具で
手軽＆コスパに優れた取付性。

車種専用キットで

美しく装着できる。

モニターをすっきり

収納できる。

詳細はこちら P.45～46

9V型ワイドVGAプライベートモニター（2台セット）

TVM-PW910T
オープン価格＊

9V型ワイドVGAプライベートモニター

TVM-PW910
オープン価格＊

9V型ワイドVGAプライベートモニター（2台セット）

TVM-PW900T
オープン価格＊

9V型ワイドVGAプライベートモニター

TVM-PW900
オープン価格＊

10.1V型ワイドXGAプライベートモニター（2台セット）

TVM-PW1000T
オープン価格＊

10.1V型ワイドXGAプライベートモニター

TVM-PW1000
オープン価格＊

※1

入力を、モニターの映像出力端子から出力することはできません。RCA接続する場合のみ2台接続が可能となります。※5 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。※6 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。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定め
ていません。

■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までの車種です。※2 iPhone、iPod（Lightning）を接続する場合は、別途Apple社製「Lightning-DigitalAVアダプタ」が必要です。またAndroid（MHL端子）との接続は、CD-MUV220（別売）、
Android（HDMI端子）との接続は、CD-HUV220（別売）が必要です（付属のUSB変換ケーブルは使用しません）。※3 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。※4 HDMIケーブルで接続した機器の映像

32システムアップアイテムシステムアップアイテム31

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 友達との旅行やキャンプなど、旅先で盛り上がれば盛り上がった分
だけ、帰りの車中はちょっぴりしんみりしてしまうもの。でも、旅先で
撮った写真やムービーなど、旅の思い出をみんなで見ながら振り返
れば、楽しい時間は最後まで続きます。さぁ、クルマならではの旅を
存分に楽しみましょう！

クルマを降りるまでが楽しい旅行です！

3、4人でクルマに乗っていて、ふと会話が途切れる。誰かが寝落ちしそう
になる。そんなとき、カーナビとフリップダウンモニターを接続して
前席と後席で同じ音楽や映像を再生すると、車室内に一体感が生まれ、
不思議なほど盛り上がることがあります。これもドライブの醍醐味の
ひとつ。ぜひ試してみてください。

みんなの気持ちがひとつに。 同乗者が寝ているときに
カラオケ大会を
始めるとどうなる？

帰り道だって
100％楽しんじゃおう！



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。

CD/USB/チューナー・WMA/
MP3/AAC/WAV対応・
DSPメインユニット
DEH-P01
（高品位別体アンプ/
音響特性測定用マイク/
フロントパネル保護ケース付属）

希望小売価格 100,000円（税別）

音楽信号を高精度に読み取る。
CDに刻まれたデジタル信号を高精度に読み取る
ため、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採用。卓越した
信号読み取り精度を獲得し、音楽の姿をありの
ままに描き出します。

微細な音まで再現する。
微細な音を表現するうえで大きな影響を与える
ジッター成分。信号読み取り時に発生するジッター
成分を徹底排除するため、極めて正確なクロック
波形を形成するカロッツェリアx同等の「サウンド
マスタークロック回路」を採用。微細な信号までも
精緻かつ透明感に
満ちたみずみずしい
音で再現します。

音の余韻を守り抜く。
高い演算処理精度を確保する、浮動小数点
32bitを誇る高精度演算処理DSPを採用。高度
なプログラミング技術による卓越した演算処理に

より、ソースに刻まれたデジタル信号を劣化させる
ことなく、微細な音の余韻までも守り抜きます。

原音をありのままに描き出す。
ソースに刻まれた音のすべてを描き出すため、その
要となるD/Aコンバーターには、従来モデルの
およそ2倍となる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HIGH、MID、
LOW、SWそれぞれに独立搭載。圧倒的ダイナ
ミックレンジと際立つ静寂性を獲得しています。

パワーアンプの能力を真に発揮する。
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。別体構造
により、電源部の大型化と放熱効率の向上による
安定駆動とともに、本体内部のメカモジュール
などから発生するノイズの影響まで徹底排除し、
際立つSN比を実現しました。

車室内の再生環境までも最適にする。
クルマやスピーカーシステムによって異なる音響
特性の乱れやスピーカーの位相ズレを測定・調整
する4ウェイマルチアンプ・マルチスピーカーシス

テムに対応した「オートタイムアライメント＆オート
イコライザー（2ch）」を搭載。さらに、L/R独立
搭載の「31バンドデジタルイコライザー」や「タイム
アライメント」なども含めたマニュアル調整により
さらなる微調整も可能です。

ユニットの秘めた能力を引き出す。
シンプルな操作で精細なチューニングを実現
する「L/R独立4ウェイデジタルクロスオーバー
ネットワーク」を搭載。各種調整を左右独立で
行なうことで、スピーカーユニットの魅力を最大限
に引き出し、乱れのない自然な音のつながりを
実現します。

先進かつ重厚なデザイン。
ブラック基調のアルミプレートとメタリックパーツの
重厚な存在感に加え、大型アクリルパネルを
全面に配置したシンメトリックレイアウトによる
先進的イメージも創出。また、好みに応じてアレンジ
可能なキーイルミネーションを採用しています。

多彩なメディア対応力と優れた機能。
●iPod※1※2やUSB※3※4※5などのオーディオ信号
を、CD同様にD/Aコンバーターまでデジタル
伝送し、圧倒的な高音質を奏でるUSB端子装備
（USB延長ケーブル1.5m付属）。●純正ステア
リングリモコンからの本体操作を可能にする別売
ステアリングリモコンアダプター（P.48参照）対応。

▲CDメカダンパーイメージ図

▲クロック波形比較

制振材あり制振材なし

CD再生時のCDメカモジュール振動波形

旧クロック回路 新クロック回路

▲シンメトリックレイアウト

ダンパー（制振材）がCDメカモジュールを
押さえ込み不要振動を抑制

ダンパー機構断面図

CDメカモジュール

制振材 本体ケース天面

対応メディア/フォーマットについてはこちら P.39～40 その他のサウンドテクノロジーの詳細はこちら P.41～42

＊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。※1 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「iPhone、iPod接続情報」（P.43）をご覧ください。※2 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。※3 USBマスストレージクラスに対応した携帯デジタルプレーヤーやUSBメモリーに限ります。接続可能なUSBデバイス等については、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。また、パーテイションを作った
USBメモリーは使用できません。※4 本機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。※5 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。

※注意事項と詳細な機能・仕様に関しては、P.39～43の「メインユニット機能比較表」、「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。

34ハイエンド・オーディオ

メインユニット

「ハイエンドオーディオ カーナビ」という世界が幕を開ける。

7V型ワイドVGA地上デジタルTV/DVD-V/
CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー･DSP
AV一体型メモリーナビゲーション
AVIC-CZ902XS NEW 
希望小売価格 248,000円（税別）

※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。

この上なく精美な音の世界を、より多くの人へ。

カロッツェリアのハイエンド・オーディオ製品は、

カロッツェリアxの思想と技術を受け継いだ、独創の音場/音質制御技術を駆使して、
数多くの制約に縛られたクルマを、

究極のリスニング空間へと変えていきます。

ハイエンド・オーディオ

High End Audio ハイエンド・オーディオ
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100 W×4（4 Ω）/100 W×4（2 Ω）/
200 W×2（4 Ω）

最大出力

250 W×2（4 Ω）/600 W×1（4 Ω）

PRS-A900

型番

PRS-D800

定格出力

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）

消費電流

28 A
（定格出力時、4 Ω）

23 A
（定格出力時、4 Ω）

取付寸法

282 mm（W）×65 mm（H）×371 mm（D）

255 mm（W）×50 mm（H）×104 mm（D）

負荷インピーダンス

4 Ω（2 Ω～8 Ω）

4 Ω（2 Ω～8 Ω）

入力レベル

400 mV～6.5 V

400 mV～6.5 V 

周波数特性

10 Hz～100 kHz
（+0 dB、-1 dB）

10 Hz～50 kHz
（+0 dB、-3 dB）

SN比

108 dB

105 dB

■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。

36ハイエンド・オーディオ

パワーアンプ

パワーアンプ

微細な音の表情までも、余さず増幅する。

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 300,000円（税別）

最新技術で高音質のみを極限まで追求したハイエンド・パワーアンプ。
カロッツェリアx誕生から20年余り。絶対的な高音質の世界を築き上げてきた「ODR（Optical Digital 
Reference）思想」。そのODR思想に基づき、スーパーハイボルテージ伝送の対応をはじめ、高音質設計を

細部まで施した4チャンネル設計の「RS-A99x」。さらに2チャンネル化を図り、高音質を極限まで追求した
ハイエンド・パワーアンプの集大成とも言える「RS-A09x」。より充実したラインアップにより、理想的なシステムの
構築が可能となります。「RS-A09x」「RS-A99x」は「RS-P99x」のスーパーハイボルテージプリアウト（10V）
に完全対応する強靭な回路設計により、伝送ノイズを飛躍的に低減。これにより、高SN比（RS-A09x：
109dB、RS-A99x：108dB）が得られ、パワー増幅時にも余裕を持って大出力でのドライブを可能にします。
また、L/R完全独立「シンメトリックレイアウト＆電源回路」や外層60μm/内層70μm銅箔厚4層基板の

採用、電流帰還型増幅回路をはじめとする、数々の技術を基本設計の中に惜しみなく投入。極めて

高品位な音楽再生の実現と小型化を両立しています。さらに、微小な振動が音に与える影響までも徹底

排除する、「TVCコンセプト」に基づいた独自設計を貫き、数多くの測定や解析・シミュレーションを実施。

圧倒的な静粛性と高音質を実現しています。

TVC（Total Vibration Control）コンセプト
TVCコンセプトとは、測定や解析・シミュレーションといった科学的アプローチから電気・機械的振動の発生原因や経路を特定。単に

剛性を高めることに留まらず、その排除や相殺、吸収や抑制といった様 な々見地から音質に影響をおよぼす振動に対策を講じ、微小な

歪みまでも徹底排除するという設計コンセプト。

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 200,000円（税別）

200W×2ch（4Ω）/
600W×1ch（4Ω）

最大出力

100W×4ch（4Ω）/
300W×2ch（4Ω）

RS-A09x

型番

RS-A99x

定格出力

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

50W×4ch（4Ω）、75W×4ch（2Ω）、
150Ｗ×2ch（4Ω）

消費電流

24A（定格出力時/4Ω）、
3A（無信号時）

27A（定格出力時/4Ω）、
3A（無信号時）

最大入力レベル

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

10V（スーパーハイボルテージモードON時）
  5V（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

4Ω（2 Ω～8 Ω）

4Ω（2 Ω～8 Ω）

周波数特性

10Hz～100kHz
（+0dB , -1dB）

10Hz～100kHz
（+0dB , -1dB）

SN比

109 dB※

108 dB※

取付寸法

258 mm（W）×63 mm（H）×360 mm（D）

258 mm（W）×63 mm（H）×360 mm（D）

※IHF-A networkとなります。

原音の持つありのままの美しさを、忠実に響かせる。

音に込めた深い情感を幅広いリスナーへ届ける。

100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ

PRS-A900
希望小売価格 120,000円（税別）

カロッツェリアxで培われた技術と感性を注ぎ込む。
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。
電源部から出力段に至るまで細部に渡る吟味を行い、L/Rの信号経路を完全に分離したシンメトリックレイアウト

を実現。さらに銅メッキＴ字型仕切板によって電源部とアンプ部を分離することで輻射ノイズまでも遮断し、高い

分解能とチャンネルセパレーションを実現しました。増幅部には高スルーレート、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。入力信号に極めて忠実な増幅が可能です。またＴＶＣコンセプトに基づきＨ型

形状の銅メッキシャーシや銅メッキトランジスターホルダーを採用。さらにトランジスターホルダーをヒートシンクに

押さえ込むことで、データには現れない振動に起因する僅かな聴感上の歪みまでも抑制しています。そのほかにも

安定した電源供給を可能にする専用開発の電源コンデンサーや原音を忠実に再現す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など音響パーツとその組合わせには厳選を重ね、これまでにない高音質と

静寂性を獲得しています。

250W×2・ブリッジャブルパワーアンプ

PRS-D800
希望小売価格 35,000円（税別）

コンパクトサイズにより、複数台設置も省スペースで実現。
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。
4層基板の採用や高効率な放熱設計で高音質化と小型化を両立し、4ch分のアンプとして2台を並べて使用した

場合にも省スペースでの取付けが可能。アルミプレートにスリットラインを施すなど、複数台設置の一体感が得られ

ます。新たなデジタル統合ICを採用した高性能CLASS D増幅回路を搭載。出力段にはMOS FETファイナル

ステージを採用。PWM（パルス幅変調）信号を生成する回路部には「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」を採用し、低歪率でスピード感あふれる音楽再生を実現します。また出力段のローパスフィル

ター部には高品位なOFC線コイルを採用し、引き締まった重低音と艶やかな中高音を実現。音に影響を与える

振動も排除する「TVCコンセプト」を継承し、銅板を使用したトランジスターホルダーを採用するなど、聴感上の

高域歪みまでも改善しています。さらにRCA入力端子にはAch/Bch（黒）を採用。Ach/Bchのモノラルアンプと

して、L/R完全独立のマルチアンプ・マルチスピーカーシステムを構築できます。

メインユニット

あらゆるメディア/フォーマットの楽曲を
本格的高音質で楽しむ。

CD/Bluetooth/USB/SD/
チューナー・DSPメインユニット
DEH-970
（音響特性測定用マイク/
ハンズフリー用マイク/
フロントパネル保護ケース）

希望小売価格 35,000円（税別）

USB/iPodなどあらゆるメディアに対応。
本体にSDメモリーカードスロットとBluetoothを
搭載。USBデバイスやiPhone、iPod※1※2だけで
なく、SDメモリーカード※3にも対応し、Bluetooth
での楽曲の再生やハンズフリー通話も可能。接続
したiPhone、iPodは短時間でバッテリーを充電
（1A対応）できるので、残量を気にせず楽曲を
楽しめます。

CD-R/RWなどに記録したフォーマットに対応。
CD-R/RWをはじめUSBデバイスやSDメモリー
カードに記録した、WMA/MP3/AACなど様々
なフォーマットの再生に対応※4しています。

USB（2系統）/フロントAUX入力端子を装備。
本体部背面にiPodとUSBデバイスを同時接続
できる2系統のUSB入力端子※2※5※6を装備
（USB延長ケーブル1.5m 2本付属）。また、フロ
ントにはAUX入力端子を備え、様 な々AV機器
を接続することができます。

日本語3行表示でわかりやすい。
大型LCDディスプレイの採用と日本語表示対応で、
アルバム/アーティスト/曲名などの3行同時表示
が可能。またレバーキーやロータリーボリュームと
連動した表示で、直感的に操作できます。

聴きたい曲がすばやく探せる。
USBデバイスやSDメモリーカードに記録した
大量の楽曲からアルバム/アーティスト/曲名/
ジャンルなどで絞り込んで検索できる「ミュージック
ブラウザ」※7を搭載。聴きたい曲へとすばやく
辿り着けます。

高級感と気品あふれるデザイン。
輝きを放つダイヤカットボリュームと機能性に
優れたレバーキーを備え、高級感を創出する
デザイン。さらに22万色×2ゾーンマルチカラー
LEDを搭載し、車室内のイルミネーションなどに
合わせた演出も可能です※8。

原音をありのままに描き出す。
微細な音まで再現するために、「AKM28bit
浮動小数点DSP」や、カロッツェリアx同等の
「サウンドマスタークロック回路」を採用。また、
「デジタルダイレクト伝送」により、CDだけでなく
iPodや圧縮フォーマットで記録された音楽信号
も極めて正確にD/Aコンバーターへ伝達します。
さらに、圧縮フォーマットをCDに迫る音で再現
する独自技術「アドバンスド・サウンドレトリバー」
を搭載するなど、
高音質へのこだわり
は、様々な場所に
息づいています。

車室内を最適な音響空間へ導く。
クルマやスピーカーシステムごとに異なる音響
特性の乱れや位相のズレを自動調整する「オート
タイムアライメント&オートイコライザー」を搭載。
L/R独立の「16バンドグラフィックイコライザー」で、
さらなる微調整も可能です。また、マルチアンプ・
マルチスピーカーシステムを可能にするネット
ワークモードにも対応。スピーカーの能力を引き
出し、乱れのない極めて自然な音のつながりを
実現します。さらに、「   特補正型リアルタイムASL」
がロードノイズをリアルタイムで検出し、音量を調整
しながら、ノイズの周波数特性に応じて音質の
自動補正を行います。

＊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。※1 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「iPhone、iPod接続情報」（P.43）をご覧ください。※2 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。※3 SDメモリーカードを再生する場合には、デタッチグリル（フロントパネル）を外して、SDメモリーカードを挿入してください。※4 著作権保護されたファイルは再生できません。※5 本機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。※6 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。※7 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。※8 ディマーONの場合、色合いが変わる場合があります。＊ 「DEH-970」を取付ける際、取付部周辺の形状によってフロントパネルが開きにくくなる
場合があります。

▲AKM28bit浮動小数点DSP

※注意事項と詳細な機能・仕様に関しては、P.39～43の「メインユニット機能比較表」、「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。
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※1バックチャンバー装着時　※2ユニット単品時

PRSスピーカー仕様

型番

TS-Z172PRS

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

質量
ウーファー部 トゥイーター部

1.21 kg 0.1 kg

インピーダンス

4 Ω

再生周波数帯域

25 Hz～35 000 Hz

出力音圧レベル

89 dB

瞬間最大入力

200 W

定格入力

50 W

TS-Z132PRS 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 0.87 kg 0.1 kg4 Ω30 Hz～35 000 Hz 86 dB150 W 30 W

TS-S062PRS 6.6 cm2層構造振動板ミッドレンジ   0.3 kg ̶4 Ω100 Hz～40 000 Hz※1
  80 Hz～40 000 Hz※2 85 dB ※1※2200 W（fc=800 Hz、 -12 dB/oct.以上） ※1

60 W（fc=400 Hz、 -12 dB/oct.以上） ※2
50 W（fc=800 Hz、 -12 dB/oct.以上） ※1
15 W（fc=400 Hz、 -12 dB/oct.以上） ※2

TS-W252PRS 25 cm3層構造振動板サブウーファー 11.6 kg ̶4 Ω20 Hz～2 400 Hz 84 dB800 W 400 W

17cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-Z172PRS
希望小売価格 80,000円 

(税別/4個1組)

 

6.6cmミッドレンジ

TS-S062PRS
希望小売価格 45,000円

 (税別/2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 70,000円

 (税別/4個1組)

 

25cmサブウーファー

TS-W252PRS
希望小売価格 55,000円

 (税別/1個)

 

理想の音を描き出す、「Open＆Smooth」コンセプト。
「低歪み」と「広指向特性」で理想の音響特性を実現する「Open＆Smooth」コンセプトを追求。
本格的な4ウェイシステムの構築を手軽に可能にする、ハイエンド・スピーカー。

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。
原音高忠実度再生と車室内に理想の空間描写を両立する「Open＆Smooth」コンセプト。

中域を指向性に優れたトゥイーターに受けもたせるという発想のもと、低クロスオーバー化やユニット

の最適化に取り組み「低歪み」と「広指向特性」を獲得。2ウェイの概念を超えたスムーズにつ

ながる中域を実現します。さらに、取付環境を意識した開発・設計により、「Open＆Smooth」コン

セプトを極限まで追求。開発者の技術と経験を活かし、ドア共振とスピーカーの最低共振周波

数の相関関係を徹底的に解明。ドア内部では80～120Hz付近に共振が強いことを突き止め、

ウーファー部の最低共振周波数を従来モデルより低く設定。これにより、ドアとの共振による再生

音の悪化を改善するとともに、低域再生能力の拡大とレスポンスの向上を実現しています。

中域のさらなる充実による豊かな音場を再現。
●卓越した軽さと剛性により歪みを抑える3層IMX構造の「IMXファイバーコーン」　●中域の

忠実な再生を実現する2.8cm「ソフトドームトゥイーター」　●磁気回路には内磁型ネオジウム

マグネットを採用。磁力を強化することで、より生き生きとしたレスポンスを実現。　●駆動系に

おける歪みを排除する高性能「ハイ・トランジェント・ショートヴォイス」＆高剛性制震構造「フル

バスケットフレーム」

スピード感ある中低域を再現する。
「TS-S062PRS」はボーカルなどの中域だけでなく、広帯域において低歪みでクリアな音楽再生

を実現するミッドレンジユニットです。口径6.6cmの振動板は、表皮側にアラミド繊維の平織り、裏

側にパルプの抄紙を貼り合わせた2層構造とすることで、軽量化と高剛性を両立し、スピード感

にあふれる立ち上がり鋭い音を再生します。また、スラント部付きバックチャンバーと作業性を改善

するスペーサーを同梱しています。

低域の解像度が飛躍する。
「TS-W252PRS」は、音楽のダイナミズムに欠かせない重低音を再生するサブウーファー。大口

径25cmの振動板には、独自の3層構造を採用。軽量化と高剛性を高めることで、低域の解像度

が飛躍的に向上し、低音楽器のわずかな音の違いまでも豊かに響かせます。プレート厚35mm

のロングストローク対応「ハイ・トランジェント・ショートヴォイス」を採用し、スピード感とリニアリティに

優れた低音を再生します。また4ゲージケーブルの接続にまで対応する真鍮削り出し金メッキブ

ロック端子の採用や同シリーズとの４ウェイシステムの構築にも最適であるとともに、その設計に

はホーム用高級オーディオ「TAD」の基本技術を投入し、レスポンスが良くリニアな低音再生を

実現しています。

17cmセパレート2ウェイスピーカー

TS-Z1000RS
希望小売価格 280,000円

（税別/4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。
■ トゥイーター部

振動板には3.0cmデュアルアークリングダイアフラムを採用。低域側の再生帯域を確保することで

定位感の向上を実現。48kHzの超高音域まで質感高く再生し、音楽のもつ深みや空気感までも

鮮やかに表現します。素材には表面改質処理の後に、DLC*を施したチタンを採用し、高剛性を獲得

するとともにわずかな歪みまでも徹底排除しています。フランジやバックカバーなどの筐体部には、

亜鉛素材を採用し徹底した耐共振性を獲得。また、筐体内の理想空気抵抗を解析することでイン

ピーダンスマッチングの向上を図り、低共振形状の最適化を実現しています。ネオジウムマグネットを

使用した外磁型の磁気回路は、強力な磁束を獲得するとともに、高精度切削パーツを採用すること

でトランジェントの向上を実現。さらにアルミ平角線を使用したボイスコイルやOFCショートリングの

採用などにより、極めて正確で高効率な駆動を可能としています。＊DLCはDiamond Like Carbonの略称。

■ ウーファー部

振動板には高ヤング率を誇り、素材物性に優れたクロスカーボンを採用。さらにセンターキャップ

一体型二層構造とすることで、高剛性とトランジェントの向上を実現しています。また、振動板形状の

低共振化やコルゲーションエッジの採用などによるフラット特性とあわせて、原音に限りなく忠実な再生

を実現しています。フレームやバックカバーなどの筐体部には、高剛性、低共振の亜鉛素材を採用し、

徹底した耐共振性を獲得。解析に基づく低共振化構造フレームや非面接触型ポイント支持構造と

あわせて、徹底した無共振化を実現しています。ネオジウムマグネットを使用した外磁型の磁気回路

は、高精度切削パーツを採用しトランジェントの向上を実現するとともに、ロングプレート・ショートボイス

コイルやOFCショートリングの採用などにより、極めて正確な広帯域再生を可能としています。

■ パッシブクロスオーバーネットワーク部

トゥイーター用に大型フィルムコンデンサーを採用し、低歪みでクリアな高域再生を実現。ウーファー用

には音響用のチョークコイルとコンデンサーを採用することで、伝送ロスを徹底排除し、スピード感と

情報量の獲得を実現しています。また、トゥイーターとウーファーそれぞれにパワーアンプの接続が

可能な、バイアンプ接続対応の入力端子を装備。

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。
振動板には高ヤング率を誇り、素材物性に優れたクロスカーボンを採用。さらにセンターキャップ

一体型二層構造とすることで、高剛性とトランジェントの向上を実現しています。また、振動板形状の

低共振化やタンジェンシャルエッジの採用などによる中高域のフラット特性とあわせて、原音に限りなく

忠実な中高域再生を実現しています。フレームやバックカバーなどの筐体部には、高剛性、低共振

の亜鉛素材を採用し、徹底した耐共振性を獲得。さらに、筐体内のキャビネット容積を最適化する

ことで、ミッドレンジユニットとして理想の再生能力を獲得しています。ネオジウムマグネットを使用した

外磁型の磁気回路は、高精度切削パーツを採用しトランジェントの向上を実現するとともに、OFC

平角線を使用したボイスコイルやOFCショートリングの採用などにより、極めて正確な広帯域再生を

可能としています。

質感高い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。
振動板には高ヤング率を誇り、素材物性に優れたクロスカーボンを採用。さらにセンターキャップ

一体型三層構造とすることで、高剛性とトランジェントの向上を実現しています。また、振動板形状の

低共振化やコルゲーションエッジの採用などによるフラット特性とあわせて、原音に限りなく忠実な

超低域再生を実現しています。フレームやバックカバーなどの筐体部には、高剛性、低共振の亜鉛

素材を採用し、徹底した耐共振性を獲得。解析に基づく低共振化構造フレームや非面接触型ポイ

ント支持構造とあわせて、徹底した無共振化を実現しています。磁気回路はネオジウムマグネットの

内磁型により強力な磁束を獲得するとともに、高精度切削パーツを採用しトランジェントの向上を

実現。OFC平角線を使用したショートプレート・ロングボイスコイルの採用などにより、極めて正確な

超低域再生を可能としています。

すべては「音楽をありのままに表現する」ために。
トランジェント、ワイドレンジ、無共振化の設計思想を極限まで追求。
「空間への描写力」を高め、より繊細に、より力強く奏でるハイエンド・スピーカー。

6.6cmミッドレンジ

TS-S1000RS
希望小売価格 120,000円

（税別/2個1組）

25cmサブウーファー

TS-W1000RS
希望小売価格 120,000円

（税別/1個）

RSスピーカー仕様

型番

TS-Z1000RS

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

質量
ウーファー部 トゥイーター部

1.80 kg
（1個） 

0.34 kg
（1個） 

インピーダンス

4 Ω

再生周波数帯域

33 Hz～48 000 Hz

出力音圧レベル

89 dB

瞬間最大入力

120 W

定格入力

50 W

TS-S1000RS 6.6 cm一体型二層構造コーンミッドレンジ 0.50 kg
（1個） 

̶4 Ω160 Hz～33 000 Hz 88 dB50 W 15 W

TS-W1000RS 25 cm一体型三層構造コーンサブウーファー 7.30 kg
（1個） 

̶4 Ω21 Hｚ～3 700 Hｚ 86 dB300 W 150 W

［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＞-12dB/oct.  ＜ハイパスフィルター＞-12dB/oct.  ●外形寸法：120mm（W）×40mm（H）×156mm（D）  ●質量（1個）：0.60kg

※「TS-S1000RS/W1000RS」は、フルレンジタイプではなくマルチタイプスピーカーですので、必ずクロスオーバーネットワーク等と組合わせ、それぞれに適正な周波数帯域内でご使用ください。再生周波数帯域を超えて使用すると
スピーカーが破損する恐れがあります。また、性能を十分に発揮させるためには、クルマの形状や取付位置に合わせて別途部材を使用する等、専門的な取付技術や調整技術が必要となります。詳しくは販売店にご相談ください。
■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。

■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。
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機　能　名

※注意事項と詳細な機能・仕様に関しては、P.39～43の「メインユニット機能比較表」、「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。

もしくはアダプターが必要になります。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 別売のiPod用アダプター「CD-IB10Ⅱ」が必要です。 ＊8 放送局名表示に対応。 ＊9 別売のリモコン「CD-R500」が必要です。 ＊10 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。 ＊11 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。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。

＊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.43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

FH-4400FH-6200DVD FH-3100 FH-P530MD-B/-S DEH-970 DVH-570 MVH-7400 MVH-5400 MVH-3400DEH-6400 DEH-5400 DEH-4400DEH-P01 DEH-7100 DEH-380FH-9400DVS

地デジ（ワンセグ）

DVD/ビデオCD

CD、CD-R/RW

Bluetooth
（オーディオ/ハンズフリー）＊11

USB
（音楽再生）＊1

USB
（動画・静止画）＊1対応メディア

iPhone/iPod
（音楽再生）＊2

Androidスマートフォン
（音楽再生）＊3

S D

MD、MDLP（LP2/LP4）

FM/AM

マルチディスプレイモード

ミュージックブラウザ

インター
フェース

リモコン

純正ステアリングリモコン対応＊4

表示パネル

表示文字＊5
ディスプレイ
表示

表示行数/文字数

P.09～10P.09～10P.07～08P.14P.14P.09～10P.09～10P.07～08P.14P.35P.34P.13P.13P.07～08P.05～06P.05～06

1Dメインユニット 1Dメインユニット（メカレスモデル）2Dメインユニット

●
WMA、MP3、
WAV

●

●
（MTP/AOA2.0）

●
（76.0～
99.0 MHz）

●

■
（要オプション）

液晶
（VA方式）

英数

1 行/13

●

●
WMA、MP3、AAC、
WAV、FLAC

●

●
（MTP/AOA2.0）

●
（76.0～
99.0 MHz）

●

●

■
（要オプション）

液晶
（VA方式）

英数

1 行/13

●

●
WMA、MP3、AAC、
WAV、FLAC

●

●
（MTP/AOA2.0）

●
（76.0～
99.0 MHz）

●

●

■
（要オプション）

液晶
（VA方式）

英数

2 行/13

●
ビデオモード、VRモード、
DivX®、WMA、MP3、

AAC、MPEG

●
WMA、MP3、AAC、
DivX®、JPEG

●
WMA、MP3、
AAC

●
DivX®、JPEG

●

●
（76.0～
90.0 MHz）

●

■
（要オプション）

液晶

英数

1 行/10 ＊10

●
WMA、MP3、
WAV

●
（76.0～
90.0 MHz）

液晶

英数

1 行/12

●
WMA、MP3、
WAV

●
WMA、MP3、
WAV

●

●
（MTP/AOA2.0）

●
（76.0～
99.0 MHz）

●

■
（要オプション）

液晶
（VA方式）

英数

1 行/13

●
WMA、MP3、
AAC、WAV

●

●
WMA、MP3、AAC、
WAV、FLAC

●

●
（MTP/AOA2.0）

●
（76.0～
99.0 MHz）

●

●

■
（要オプション）

液晶
（VA方式）

英数

1 行/13

●
WMA、MP3、
AAC、WAV

●
WMA、MP3、AAC、
WAV、FLAC

●

●
（MTP/AOA2.0）

●
（76.0～
99.0 MHz）

●

●

■
（要オプション）

液晶
（VA方式）

英数

2 行/13

●
WMA、MP3、
AAC、WAV

● ●

●
WMA、MP3、AAC、
WAV、FLAC

●

●
（MTP）

●

■
（要オプション）

液晶

漢字/かな/
カナ/英数

2 行
全角8/半角16

●
WMA、MP3、
AAC、WAV

●

●
（2系統）
WMA、MP3、
AAC、WAV

●

●
WMA、MP3、
AAC、WAV

●

■
（要オプション）

液晶

漢字/かな/
カナ/英数

3 行
全角9/半角18

●
WMA、MP3、
AAC、WAV

●
WMA、MP3、
AAC、WAV

●

●

■
（要オプション）

有機EL

漢字/かな/
カナ/英数

1 行
全角9/半角18

●
WMA、MP3、
AAC、WAV

●

液晶

カナ/英数

1 行/10

●
WMA、MP3、
WAV

●
WMA、MP3、
WAV

●

●
（MTP）

●
（76.0～
99.0 MHz）

液晶
（VA方式）

英数

1 行/13

●
WMA、MP3、
AAC、WAV

●

●
WMA、MP3、AAC、
WAV、FLAC

●

●
（MTP/AOA2.0）

●
（76.0～
99.0 MHz）

●

●

■
（要オプション）

液晶
（VA方式）

英数

2 行/13

●
ビデオモード、VRモード、
DivX®、WMA、MP3、

AAC、MPEG

●
WMA、MP3、AAC、
DivX®、MPEG

●
WMA、MP3、AAC、
WAV、FLAC

●
MPEG、H.264、
DivX®、JPEG

●

●
（MTP）

●

■
（要オプション）

6.2 V型
ワイドVGA液晶

漢字/かな/
カナ/英数

3 行
全角12/半角24

●
ビデオモード、VRモード、
DivX®、WMA、MP3、

AAC、MPEG

●
WMA、MP3、AAC、
DivX®、MPEG

●
WMA、MP3、AAC、
WAV、FLAC

●
MPEG、H.264、
DivX®、JPEG

●

●
（MTP）

●

■
（要オプション）

7 V型
ワイドVGA液晶

漢字/かな/
カナ/英数

3 行
全角12/半角24

●
（USB）

●
（USB/SD）

●
（USB）

●
（USB）

●
（76.0～
99.0 MHz）

＊8●
（76.0～
90.0 MHz）

＊8●
（76.0～
90.0 MHz）

＊8●
（76.0～
90.0 MHz）

＊8

■
（要オプション）

＊9■
（要オプション）

＊9

●
（76.0～
99.0 MHz）

＊8●
（76.0～
99.0 MHz）

＊8

●＊6

FH-7400DVD

P.05～06

●
ビデオモード、VRモード、
DivX®、WMA、MP3、

AAC、MPEG

●
WMA、MP3、AAC、
DivX®、MPEG

＊6●

●
WMA、MP3、AAC、
WAV、FLAC

●
MPEG、H.264、
DivX®、JPEG

●

●
（MTP）

●

■
（要オプション）

7 V型
ワイドVGA液晶

漢字/かな/
カナ/英数

3 行
全角12/半角24

●
（USB）

●
（76.0～
99.0 MHz）

＊8

■
（要オプション）

＊9 ■
（要オプション）

＊9

■
（要別売オプション）

＊7

メインユニット機能比較表
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※注意事項と詳細な機能・仕様に関しては、P.39～43の「メインユニット機能比較表」、「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。

316 mm（W）×38.8 mm（H）×240 mm（D）　■TVM-FW1020-B/FW1020-S：最大消費電流0.8 A、質量1.6 kg、316 mm（W）×38.8 mm（H）×217.4 mm（D）　＊1 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。　＊2 対応ソースは、
USB、iPodとなります。 ＊3 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。＊4 3ウェイデジタルネットワークを使用した場合、SFC、
ポジションセレクターのALLモード、フェーダーは使用できません。 ＊5 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。 ＊6 DVD/外部入力/USB等の映像が出力可能です。

■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）、259.4mm（W）×167mm（H）×127.3mm（D）［モニター部90°時］　■TVM-PW910T/PW910/PW900T/PW900：最大消費電流1.0 A、質量［モニター］
0.9 kg（1台あたり）、239.5 mm（W）×143 mm（H）×127 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］0.31kg、185mm（W）×109mm（H）×25.5mm（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-FW1030-B/FW1030-S：最大消費電流0.8 A、質量1.8 kg、

メインユニット機能比較表

機　能　名

1Dメインユニット 1Dメインユニット（メカレスモデル）2Dメインユニット

リアモニター機能比較表

機　能　名

リアモニタープライベートモニター

機　能　名

フリップダウンモニター
TVM-PW1000T

FH-3100 FH-P530MD-B/-S DEH-970 DVH-570DEH-P01 DEH-7100 DEH-380FH-9400DVS

Power Mos FET
高性能DSP

オートタイムアライメント＆オートイコライザー
タイムアライメント

画質
画面サイズ

アドバンスドシャープネス回路

42bit映像プロセッシング
HDMI HDプロセッシング
超解像クリアシャープ回路

10bit165MHz A/Dコンバーター
キャリブレーテッド・ガンマ
オートディマー機能
HDMI映像入力

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

角度調整
モニターカバー

ARコーティング
3次元Y/C分離回路

画質
画面サイズ

10bit165MHz A/Dコンバーター
リアルタイム高画質化回路
HDMI HDプロセッシング
超解像クリアシャープ回路
キャリブレーテッド・ガンマ

HDMI映像入力
RCAビデオ入力
ホワイトLEDランプ

ブルーLEDイルミネーション
角度調整
リモコン

3次元Y/C分離回路
42bit映像プロセッシング

イコライザー

ネットワークモード

アドバンスド・サウンドレトリバー＊1

D/Aコンバーター

デジタルダイレクト伝送

RCA出力
（音声）

ハイボルテージプリアウト
（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＊2

フラッシングカラー機能
RCA入力

（映像/音声）＊3

RCA入力（バックカメラ）
RCA出力（映像）

SN比/ダイナミックレンジ
（CDプレーヤー部）
SN比/ダイナミックレンジ
（DVDプレーヤー部）
SN比/ダイナミックレンジ
（MDプレーヤー部）
最大消費電流
質量

取付寸法

オペレーションフラップ
デタッチャブル機構

その他

オーディオ

仕　様

50 W×4 ch
●

●

13バンド
グラフィック
イコライザー

●
（3ウェイ）

●

●

●
CD、DVD、USB、
iPod、Bluetooth

フロント/リア/SW
or

High/Mid/Low

●
（4.0 V）

●

●

●
●

●
（RCA/3.5φミニ）

●
●

91 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

10.0 A
1.8 Kg

フル電動

10.1V型ワイド
●

●

13バンド
グラフィック
イコライザー

●
（3ウェイ）

●

●

●
CD、DVD、
USB、iPod

フロント/リア/SW
or

High/Mid/Low

●
（4.0 V）

●
（4.0 V）

●
（4.0 V）

●
（4.0 V）

●

●

●
●

●
（RCA/3.5φミニ）

●
●

91 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

10.0 A
1.6 Kg

9V型ワイド

●

13バンド
グラフィック
イコライザー

●
（3ウェイ）

●

●

●
CD、USB、

iPod、Bluetooth

●
CD、USB、

iPod、Bluetooth

フロント/リア/SW
or

High/Mid/Low

●

●

●
●

94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

10.0 A
1.2 Kg

50 W×4 ch

5バンド
グラフィック
イコライザー

●

●

SW or リア

（2.2 V/1 KΩ）

●
（フロント/リア共通）

●

●
●

94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

10.0 A
1.2 Kg

50 W×4 ch

7バンド
グラフィック
イコライザー

●

SW or リア

（2.2 V/1 KΩ）

●
（フロント/リア共通）

●

94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

90 dB（1 KHz）/
90 dB（1 KHz）

10.0 A
1.7 Kg

50 W×6 ch
●
●
●

L/R独立31バンド
デジタルグラフィック
イコライザー

●
（4ウェイ）

●
（3ウェイ）

●

AKM高性能
24 bitアドバンスド・
マルチビット方式×4

●
CD、USB、iPod

High/Mid/
Low/SW

●
（5.0 V/100 Ω）

●

●
（ステレオ、L/R独立）

115 dB（1 KHz）/
100 dB（1 KHz）

16.0 A
1.5 Kg

フル電動
●

50 W×4 ch
● ● ●

● ●
●
●

L/R独立16バンド
デジタルグラフィック
イコライザー

●
（3ウェイ）

●

バーブラウン高性能
24 bitアドバンスド・
セグメント方式×3

●
CD、USB、iPod、
Bluetooth、SD

フロント/リア/SW
or

High/Mid/Low

●
（5.0 V/100 Ω）

●
（L/R独立、

フロント/リア独立）

●
（ステレオ、L/R独立）

105 dB（1 KHz）/
100 dB（1 KHz）

10.0 A
1.2 Kg

マニュアル
●

50W×4ch

5バンド
グラフィック
イコライザー

●

●

フロント/リア/SW

●
（4.0 V/1 KΩ）

●
（フロント/リア共通）

●

●
● ●

94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

10.0 A
1.05 Kg

●

50W×4ch

13バンド
グラフィック
イコライザー

●

●

●

●

●

94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

10.0 A
1.0 Kg

●

50 W×4 ch

13バンド
グラフィック
イコライザー

●

●

SW or リア

（2.0 V）

●
（フロント/リア共通）

●

●
●

94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

10.0 A
1.0 Kg

●

50 W×4 ch

5バンド
グラフィック
イコライザー

●

●

SW or リア

（2.0 V/1 KΩ）

●
（フロント/リア共通）

●

●
●

94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

10.0 A
1.0 Kg

●

50 W×4 ch

5バンド
グラフィック
イコライザー

●

●

●
（フロント/リア共通）

＊5

94 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

10.0 A
1.0 Kg

●

50 W×4 ch

3バンド
イコライザー

●

バーブラウン高性能
96 kHZ/24 bit
ΔΣ方式

SW or リア

（2.0 V/1 KΩ）

●

●
（RCA/3.5φミニ）

●
（RCA音声のみ）

●

94 dB（1 KHz）/
94 dB（1 KHz）

97 dB（1 KHz）/
95 dB（1 KHz）

10.0 A
1.2 Kg

●

50 W×4 ch
● ●

● ●

13バンド
グラフィック
イコライザー

●
（3ウェイ）

●

●

●
USB、iPod、
Bluetooth

フロント/リア/SW
or

High/Mid/Low

フロント/リア/SW
or

High/Mid/Low

●

●

●
●

10.0 A
0.5 Kg

●

50 W×4 ch

13バンド
グラフィック
イコライザー

●

●

SW or リア

（2.0 V）

●
（フロント/リア共通）

●

●

10.0 A
0.5 Kg

●

50 W×4 ch

5バンド
グラフィック
イコライザー

●

●

SW or リア

（2.0 V/1 KΩ）

●
（フロント/リア共通）

●

●

10.0 A
0.5 Kg

●

＊4

＊5 ＊5 ＊5 ＊5 ＊5 ＊5 ＊5 ＊5 ＊5 ＊5 ＊5 ＊5 ＊5

＊6 ＊6

W
H
D

178 mm（
100 mm（
165 mm（

）
）
）

FH-7400DVD

50 W×4 ch
●

●

13バンド
グラフィック
イコライザー

●
（3ウェイ）

●

●

●
CD、DVD、USB、
iPod、Bluetooth

フロント/リア/SW
or

High/Mid/Low

●
（4.0 V）

●

●

●
●

●
（RCA/3.5φミニ）

●
●

91 dB（1 KHz）/
92 dB（1 KHz）

10.0 A
1.8 Kg

フル電動

＊5

＊6

W
H
D

178 mm（
100 mm（
165 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
100 mm（
165 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
100 mm（
160 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
100 mm（
160 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
100 mm（
160 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
50 mm（
164 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
40 mm（
100 mm（

［ 別体アンプ部 ］
）
）
）

W
H
D

178 mm（
50 mm（
165 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
50 mm（
165 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
50 mm（
155 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
50 mm（
165 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
50 mm（
165 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
50 mm（
165 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
50 mm（
165 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
50 mm（
97 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
50 mm（
97 mm（

）
）
）

W
H
D

178 mm（
50 mm（
97 mm（

）
）
）

TVM-PW910T

DEH-6400 DEH-5400 DEH-4400 MVH-7400 MVH-5400 MVH-3400

P.13P.13

WVGAWXGA

P.05～06 P.05～06 P.09～10P.09～10P.07～08P.14P.14P.09～10P.09～10P.07～08P.14P.35P.34

9V型ワイド

TVM-PW900T

WVGA
9V型ワイド

TVM-W910

WVGA
7V型ワイド

●

● ● ● ●

●
●
●

● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ●
● ● ● ●
● ● ●
● ● ●
●

10.1V型ワイド
●

WXGA

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
● ●

9V型ワイド
WVGA

●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●

9V型ワイド
WVGA

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

TVM-W710

WVGA
11.6V型ワイド

●
ARコーティング ●

●
●
●
●
●
●
●
2系統
8灯
●
●
●

TVM-FW1100-B/-S

WXGA
10.2V型ワイド

●
●
●
●
●
●
●
●
2系統
6灯

●
●

TVM-FW1030-B/-S

WVGA
10.2V型ワイド

●
●
●
●
●
●
●
●
2系統

●
●

TVM-FW1020-B/-S

WVGA

P.31 P.31 P.31 P.31P.31 P.31 P.31 P.32 P.32 P.32

FH-6200DVD FH-4400

50 W×4 ch
●

50 W×4 ch
●

P.07～08P.05～06

TVM-PW900TVM-PW910

P.31

TVM-PW1000
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※iPhone、iPodのアプリや本体の操作順序によって正常に作動しないことがあります。詳しくは
弊社ホームページ（carrozzeria.jp）にてご確認ください。※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。※iPhone、iPod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iPhone、iPod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。※iPhone、iPodやiPhone、iPod付属
のケーブル、Apple社製アダプタ等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。※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。※iPod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。※DEH-P01、DEH-970や空欄の接続情報については未調査とな
ります。調査が完了した場合、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）に掲載しますのでそちらでご確認
ください。

※1 iPhone、iPod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のiPhone/iPod用USB変換ケーブル「CD-IU010
（P.47参照）」をご使用ください。※2 「DVH-570」の本体表示部または、別売のモニターを接続した場合はモニター部へのタイトル
表示（半角英数）が可能となります。※3 Appモードでは音声が出力されません。※4 シャッフル再生が正常に動作しない場合があります。
※5 楽曲再生時、場合によっては正常に動作しない場合があります。※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 再生中のアートワークが正しく表示されない場合があります。※8 音声認識機能
を搭載したiPhoneとBluetooth接続すれば、音声認識による、iPhone内の楽曲の呼び出しと再生等が可能です。※9 iPhoneでは、
カーオーディオ用のアプリ（ARC=アドバンスドリモートコントロール）をご使用にならない場合は、プレイリストのブラウズとオーディオ
ブック再生時のスピード調整機能はできません。また、iPodではプレイリストのブラウズとオーディオブック再生時のスピード調節機能に
は対応していません。※10 動作確認済のソフトウェアバージョンは、9.0.2となります。※11 動作確認済のソフトウェアバージョンは、
9.1となります。※12 動作確認済のソフトウェアバージョンは、9.2.1となります。※13 動作確認済のソフトウェアバージョンは、9.3.2と
なります。※14 動作確認済のソフトウェアバージョンは、10.0.2となります。※15 動作確認済のソフトウェアバージョンは、10.1となり
ます。※16 動作確認済のソフトウェアバージョンは、10.3.1となります。※17 動作確認済のソフトウェアバージョンは、11.0となります。
※18 動作確認済のソフトウェアバージョンは、11.0.2となります。※19 動作確認済のソフトウェアバージョンは、11.1となります。
※20 動作確認済のソフトウェアバージョンは、1.0.1となります。※21 「iPhone 5/5c」動作確認済のソフトウェアバージョンは、
9.1/9.0.2となります。※22 「iPhone 6s/6s Plus」動作確認済のソフトウェアバージョンは、9.1/9.0.2となります。

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。

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。

◎
◯

iPhone、iPod接続情報

iPhone/iPod用
USB変換ケーブル

など

iP
ho
ne

対応ハード/
ソフトウェアバージョン

型　番 FH-
9400DVS

FH-3100 DEH-7100 MVH-5400DVH-570

P.09～10P.12P.11P.12P.05～06

オーディオ
再生

オーディオ
再生

オーディオ
再生

オーディオ
再生

オーディオ
再生

DEH-4400

P.09～10

オーディオ
再生

2018年6月現在
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座る方に合わせて、見やすい角度に調節

モニターの角度を垂直から奥に60度、
手前に30度まで無段階に調節可能です。

薄型デザインを採用し、様々なシートに取付けられる

取付部のヒンジを40mmと余裕をもたせることで様々な車種のシートに取付ける
ことができます。またスタイリッシュな薄型のデザインを採用し車室内のインテリアに
美しく融合します。 ※安全のため、衝突時に移動して衝撃を軽減するタイプのヘッドレストには装着しないでください

Φ14mmまで

60° 30°

40mm

110mm～169mm

20mm

プライベートモニター装着事例　※画像はイメージです。

日産/セレナ TVM-PW1000T 日産/セレナ TVM-PW900T

トヨタ/アルファード・ヴェルファイア TVM-PW1000T トヨタ/ヴォクシー・ノア・エスクァイア  TVM-PW910T

ホンダ/ステップワゴン ホンダ/ステップワゴン TVM-PW910T

HIGH

HIGH HIGH

HIGH

LOW
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フリップダウンモニター装着事例　※画像はイメージです。

三菱/デリカ 　取付キット「KK-M101FD」 TVM-FW1100-S ホンダ/N-BOX（カスタム含む）　取付キット「KK-H107FDL」 TVM-FW1100-B

スズキ/スペーシア [H25/3～H29/12] 　取付キット「KK-S101FD」 TVM-FW1100-S スズキ/ハスラー 　取付キット「KK-S102FD」 TVM-FW1100-S

ホンダ/オデッセイ  　取付キット「KK-H108FD」 TVM-FW1100-S ホンダ/ステップワゴン 　取付キット「KK-H105FD」 TVM-FW1030-B

ダイハツ/ウェイク 　取付キット「KK-D102FDL」 TVM-FW1100-B ダイハツ/タント 　取付キット「KK-D101FDL」 TVM-FW1030-S

フリップダウンモニター装着事例　※画像はイメージです。

トヨタ/シエンタ 　取付キット「KK-Y107FDL」 TVM-FW1030-Sトヨタ/エスティマ 　取付キット「KK-Y102FD」 TVM-FW1100-S

トヨタ/アルファード 　取付キット「KK-Y106FD」 TVM-FW1100-S トヨタ/ノア 　取付キット「KK-Y108FD」 TVM-FW1100-S

トヨタ/ハイエース 　取付キット「KK-Y105FDL」 TVM-FW1100-S 日産/セレナ 　取付キット「KK-N102FD」 TVM-FW1100-S

KK-H107FDM 14,000円 N-BOX（カスタム含む）［H29/9～現在］ ＊TVM-FW1020-B/-S用
KK-H108FD＊3  NEW 12,000円 オデッセイ［H29/11～現在］ 

KK-H107FDL 14,000円 N-BOX（カスタム含む）［H29/9～現在］ ＊TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S用

KK-H101FD 12,000円 ステップワゴン（スパーダ含む）［H21/10～H27/4］ ＊スカイルーフ無車用
12,000円 オデッセイ［H25/11～H29/11］KK-H103FD ＊1 ＊3

KK-H104FDL 
KK-H104FDM

12,000円
12,000円

N-BOX（カスタム含む）［H23/12～H29/8］ ＊TVM-FW1100-B/-S/FW1030-B/-S用

KK-H106FDL ＊9＊10 14,000円 フリード（フリード＋含む）［H28/9～現在］ ＊TVM-FW1100-B/-S/FW1030-B/-S用
KK-H105FD ＊1＊3＊4 12,000円 ステップワゴン（スパーダ含む）［H27/4～現在］

N-BOX（カスタム含む）［H23/12～H29/8］ ＊TVM-FW1020-B/-S用

14,000円 スペーシア（カスタム含む）［H25/3～H29/12］KK-S101FD
KK-S102FD 12,000円 ワゴンR（スティングレー含む）［H24/9～H29/1］、ハスラー［H26/1～現在］

フリップダウンモニター用取付キット
メーカー 型 番 希望小売価格（税別） 対 応 車 種

ホンダ

KK-Y101FD 14,000円

KK-Y106FD＊11 16,000円

KK-Y102FD ＊5＊7 12,000円
KK-Y103FD 12,000円

KK-Y105FDL ＊2 14,000円

KK-Y107FDL 16,000円
KK-Y107FDM 16,000円

KK-Y105FDM ＊2 14,000円

KK-Y108FD 14,000円
KK-Y109FDL 16,000円

KK-Y110FD

NEW
NEW

NEW 12,000円

メーカー 型 番 希望小売価格（税別） 対 応 車 種

トヨタ

スズキ

KK-Y104FD 14,000円

KK-N101FD 12,000円
KK-N102FD ＊8＊12 15,000円

日   産

KK-S103FDM ＊6 15,000円 ソリオ［H27/8～現在］ ＊TVM-FW1020-B/-S用
KK-S103FDL ＊6 15,000円 ソリオ［H27/8～現在］ ＊TVM-FW1100-B/-S/FW1030-B/-S用

12,000円 デリカD：5［H19/1～現在］ ＊トリプルパノラマルーフ無車用KK-M101FD
16,000円 タント（カスタム含む）［H25/10～現在］ ＊TVM-FW1100-B/-S/FW1030-B/-S用KK-D101FDL＊12

16,000円 タント（カスタム含む）［H25/10～現在］ ＊TVM-FW1020-B/-S用KK-D101FDM
16,000円 ウェイク［H26/11～現在］ ＊TVM-FW1100-B/-S/FW1030-B/-S用KK-D102FDL＊12

16,000円 ウェイク［H26/11～現在］ ＊TVM-FW1020-B/-S用KK-D102FDM
16,000円 トール（カスタム含む）［H28/11～現在］ ＊TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S用KK-Y109FDL
16,000円 トール（カスタム含む）［H28/11～現在］ ＊TVM-FW1020-B/-S用KK-Y109FDM
16,000円 ジャスティ（カスタム含む）［H28/11～現在］ ＊TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S用KK-Y109FDL
16,000円 ジャスティ（カスタム含む）［H28/11～現在］ ＊TVM-FW1020-B/-S用KK-Y109FDM

三   菱

スバル

ダイハツ

アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む）［H20/5～H27/1］
＊ノーマルルーフ車/ツインムーンルーフ車用

アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む）［H27/1～現在］
＊ノーマルルーフ車/ツインムーンルーフ車用

エスティマ（ハイブリッド含む）［H20/12～現在］
ヴォクシー/ノア［H19/6～H26/1］  ＊ツインムーンルーフ無車用

シエンタ（ハイブリッド含む）［H27/7～現在］ ＊TVM-FW1100-B/-S/FW1030-B/-S用
シエンタ（ハイブリッド含む）［H27/7～現在］ ＊TVM-FW1020-B/-S用

ハイエース/レジアスエース［H16/8～現在］  
＊TVM-FW1100-B/-S/FW1030-B/-S用

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

ヴォクシー/ノア/エスクァイア（ハイブリッド含む）［Ｈ28/1～Ｈ29/7］  
タンク/ルーミー［H28/11～現在］ ＊TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S用

ヴォクシー/ノア/エスクァイア（ハイブリッド含む）［H29/7～現在］
KK-Y109FDM 16,000円 タンク/ルーミー［H28/11～現在］ ＊TVM-FW1020-B/-S用

ヴォクシー/ノア（ハイブリッド含む）［H26/1～H28/1］ ＊ツインムーンルーフ無車用
エスクァイア（ハイブリッド含む）［H26/10～H28/1］ ＊ツインムーンルーフ無車用

セレナ（S-HYBRID含む）［Ｈ22/11～Ｈ28/8］ ＊パノラミックルーフ無車用
セレナ（S-HYBRID含む）［Ｈ28/8～現在］ 

■別途、加工取付による車両への固定を前提としたフリップダウンモニター加工取付用ブラケット「KK-W101FD（希望小売価格7,000円（税別））」をご用意しております。取付けの際、ヘッドライニングとの間に隙間が空いてしまう場合、フリップダウン加工取付用トリムカバー 
［TVM-FW1100-B/FW1100-S/ FW1030-B/FW1030-S用］「KK-W102FDL（希望小売価格7,000円（税別））」、または［TVM-FW1020-B/FW1020-S用］「KK-W102FDM（希望小売価格7,000円（税別））」を加工して隙間を埋めることも可能です。　※加工取付用ブラケットおよび
フリップダウン加工取付用トリムカバーはすべての車種への取付けを可能にするものではありません。　※上記適応車種については2018年6月現在の情報です。　＊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 H20/12～H28/6の大型ムーンルーフ付車は未調査。＊8 車両の仕様によっては取付キット付属の「かんたん接続ハーネス」が利用できない場合があります。その場合はフリップダウンモニター付属の「電源・
AVインターフェースケーブル」を使用します。＊9 車両のルームランプ取付部分を利用して固定する仕様です（車両のルームランプは取外すことになり使用できなくなります）。フリップダウンモニターのホワイトLEDルームランプで代用はできます。＊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付属の「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付属の「電源・AVインターフェースケーブル」を使用します。
＊12 「TVM-FW1100-B/-S」を取付ける場合「かんたん接続ハーネス」は利用できません。フリップダウンモニター付属の「電源・AVインターフェースケーブル」を使用します。＊「TVM-FW1100-B/FW1100-S/ FW1030-B/FW1030-S/FW1020-B/FW1020-S」は専用の取付
キット（別売）により、人気のミニバン等へのスマートな取付けが可能です。詳しくは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。 ■モニター本体の取付け・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。誤った取付け・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。※取付キットは株式会社カナック企画製です。これらの商品の仕様に関するお問い合わせは、販売店または株式会社カナック企画  TEL03-5660-1234 
受付時間/平日9:00～12:00、13:00～17:00 （土・日・祝日・休日設定日を除く）までお問い合わせください。　※メーカーオプションのナビゲーションシステム付車には接続できない場合があります。※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。
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※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。※1 トヨタ車の場合はUD-K114と組合わせて使用します。

KJ-Y101SC

KK-Y201ST

※対応機種や操作可能な機能等、詳細は弊社ホームページ（carrozzeria.jp）「取付/接続/適合情報一覧」ページをご確認ください。

※1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。 ※2 対応機種は弊社ホームページ（carrozzeria.jp）にてご確認ください。

■ステアリングリモコンケーブル
純正ステアリングリモコン対応のメインユ
ニットと車両配線などを接続し、コントロー
ルを可能にするケーブル。
※車種とメインユニットにより操作可能な機能
などは変わります。

■リモコン ※
CD-R500
希望小売価格1,500円（税別）
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。

型　番 希望小売価格

8,000円（税別）

8,000円（税別）

8,000円（税別）

8,000円（税別）

KK-Y201ST
KK-Y202ST
KK-T202ST
KK-F202ST

（トヨタ車/ダイハツ車） ＊

（トヨタ車）＊

（マツダ車/日産車）＊

（スバル車）＊

希望小売価格

8,000円（税別）

8,000円（税別）

8,000円（税別）

KK-S201ST
KK-H201ST
KK-M201ST

（スズキ車）＊

（ホンダ車）＊

（三菱車/日産車）＊

型　番■ステアリングリモコンアダプター
純正ステアリングリモコンからメインユニット
などのコントロールを可能にするアダプター。
ソースのオン/オフや切換え、ボリューム/ト
ラックのアップ/ダウンなどの操作が可能です。
※車種とメインユニットにより操作可能な機能
などは変わります。

リモコン関係

■配線キット トヨタ車用 ＊※1
KY-10P
希望小売価格1,500円（税別）
10P/6P車用・トレードイン専用

取付関係

型　番 希望小売価格

2,000円（税別）

2,000円（税別）

KJ-Y101SC
KJ-Y102SC

希望小売価格

1,500円（税別）

3,500円（税別）

1,500円（税別）

KJ-H101SC
KJ-H102SC
KJ-F101SC

型　番

■16cm埋込型スピーカー用
　 丸型スペーサー
AD-M16
希望小売価格1,000円
（税別/2個1組）
TS-E1676用スペーサー。
高さは約25mm。

■トゥイーター取付キット
UD-K211 
（トヨタ車/スバル車）
希望小売価格2,500円（税別）

■10cm埋込型スピーカー用
　  スラントスペーサー
UD-M10S
希望小売価格1,000円
（税別/2個1組）
小型車のドアに、「TS-E1076/G1030」を埋
込む際に使用。スラント部は約11～27mm。

■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）
希望小売価格3,800円（税別）

ホンダ車（ステップワゴン・シビックなど）

メルセデス・ベンツ車（A/B/Cクラスなど）

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※1/日産車（FJクルーザー、エルグランドなど）

トヨタ車/日産車/マツダ車/スズキ車

ホンダ車（N-BOXなど）

17cm、16cm

17cm、16cm

17cm、16cm

16cm×24cm、17cm

17cm

17cm、16cm

17cm、16cm

3,000円（税別/2個1組）

3,500円（税別/2個1組）

3,000円（税別/2個1組）

4,000円（税別/2個1組）

2,000円（税別/2個1組）

3,000円（税別/2個1組）

3,000円（税別/2個1組）

オペル車（アストラなど）

日産車（キューブ）

スバル車（レガシィなど）

ホンダ車（オデッセイなど）

三菱車（eKワゴンなど）

トヨタ車（マークⅩなど）

スズキ車（スイフトなど）

16cm

17cm、16cm

17cm、16cm

16cm

12cm、10cm

16cm×24cm

17cm、16cm

4,000円（税別/2個1組）

3,000円（税別/2個1組）

5,000円（税別/フロント・リア用4個1組）

3,000円（税別/2個1組）

3,000円（税別/2個1組）

3,500円（税別/2個1組）

3,000円（税別/2個1組）

UD-K104★

UD-K108★

UD-K109
UD-K112
UD-K113
UD-K114
UD-K115

UD-K116
UD-K117★

UD-K118
UD-K119
UD-K120
UD-K121
UD-K123

型　番 希望小売価格 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 対応スピーカー 主な適応メーカー（車種）

カースピーカー取付キット

■配線キット 日産車用 ＊※1
KN-93P
希望小売価格1,500円（税別）
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1,200円（税別）

■日産車用取付化粧パネル
AD-N980
希望小売価格1,000円（税別）
1Dサイズ用（D46×1）

■日産車用取付化粧パネル ※2
ADT-N979Ⅱ
希望小売価格1,200円（税別）
D46サイズ2D一体機用。

■日産車用アンテナ変換コード
RD-AN21A
希望小売価格1,500円（税別）

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

■電源配線キット
RD-221
希望小売価格3,800円（税別）
「GM-D1400Ⅱ」など消費電力の大きいAVシステム
を接続する場合に使用する電源配線キット。バッテ
リーから直接30Aの大電流の取り出しが可能。

■電源配線キット ※2
RD-226 パワーアンプ用：6m、60A
希望小売価格8,000円（税別）
「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。

■パワーアンプ用電源配線キット
RD-228 6m、80A
希望小売価格12,000円（税別）
「GM-D7400/D7100」、「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。

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

■雑音防止用フィルター
RD-984
希望小売価格2,500円（税別）
最大電流：30A
オルタネーター系雑音用。雑音の特徴は「ヒューン
ヒューン」。

■汎用モニター取付金具（ヘッドレストタイプ）
AD-V10★
希望小売価格6,000円（税別）
幅広い車種のヘッドレストシャフトにリアモニター
を取付ける左座席専用金具。

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

「TS-C1730S/C1630S/F1740S/F1640S/F1040S」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。

オプション

カメラユニット

■バックカメラユニット ※1
ND-BC8Ⅱ
希望小売価格 13,000円（税別）
高画質、広視野角、色再現性に優れ、取付性が向上
したRCA専用バックカメラ。
対応機種※2：「FH-9400DVS/7400DVD/6200DVD」など

■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
撮影する汎用小型カメラユニット。
対応機種※2：「FH-9400DVS/7400DVD/6200DVD」など
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）

型　番

KK-H301BA

KK-Y301BA

KK-D301BA

希望小売価格

5,500円（税別）

5,500円（税別）

7,000円（税別）

適応メーカー

ダイハツ
（純正ナビ装着用アップグレードパック付車）

バックカメラ接続アダプター

■純正バックカメラ接続アダプター ※2
純正で装着されているバックカメラの映像を
カロッツェリアのカーナビなどに映し出せる変換
アダプター。KK-H301BA

iPhone/iPod関係

■iPhone/iPod用USB変換ケーブル ※1※2
CD-IU010 50cm
希望小売価格4,000円（税別）
メインユニットとiPhone6s、iPhone6s Plus、
iPod touch(第6世代）、iPod nano(第7世代）など
を接続し、楽曲の再生を可能にする接続ケーブル。

■iPhone/iPod用USB変換ケーブル ※1※2
CD-IUV51M 2m
希望小売価格3,500円（税別）
USB端子があるメインユニットなどと30ピンのコネクタ
を持つiPhone、iPodを接続するためのケーブル。

■iPhone/iPod用USB変換ケーブル ※1※2
CD-IU51 50cm
希望小売価格3,000円（税別）
USB端子があるメインユニットなどと30ピンの
コネクタを持つiPhone、iPodを接続し、楽曲の
再生を可能にする接続ケーブル。

USB関係

■USB延長ケーブル
CD-U51E 50cm
希望小売価格1,500円（税別）
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。

■iPhone/iPod用USB変換ケーブルセット
CD-IU021
希望小売価格5,500円（税別）
「CD-IU010」と「CD-U420」をセットにしたもの
です。

■USB接続ケーブル ※3
CD-U320 1.5m、50cm
希望小売価格2,000円（税別）
USB端子があるメインユニットに、Android4.0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。

■USB接続ケーブル
CD-U510
希望小売価格1,500円（税別）
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。

ETCユニット

■ETCユニット
ND-ETC20
オープン価格＊
カーナビの種類や有無に関わらず使用可能な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。

ETC2.0ユニット

■ETC2.0ユニット
ND-ETCS10
オープン価格＊
カーナビの種類や有無に関わらずETC2.0サービス
が利用可能なGPS付発話型スタンドアローンタイ
プのETC2.0ユニット。

■HDMIケーブル ※1
CD-HM020 2m
希望小売価格2,000円（税別）
「TVM-PW1000T/PW1000/PW910T/PW910/
PW900T/PW900」などのHDMI入力付モニターや
その他のHDMI端子付の外部機器と接続するための
ケーブルです。
※長さが足りない場合は、「CD-HM051」をお使い
ください。

■HDMIケーブル
CD-HM051 5m 
希望小売価格4,000円（税別）
「TVM-FW1100-B/-S/FW1030-B/-S/FW1020-B/
-S」などとHDMI出力を装備した外部機器を接続
するためのケーブルです。

■電源ケーブル
RD-010
希望小売価格 1,500円（税別）
車両側のオーディオ電源から取る場合に使用する
ケーブル。

■HDMIスイッチホールカバー
KK-Y12HM 
希望小売価格5,500円（税別）
トヨタ車の空いているAタイプ（23mm×34mm）
のスイッチホールに設置可能なカバー付きHDMI
中継端子です。

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

■AV入力用変換ケーブル
CD-VRM200 2m
希望小売価格2,500円（税別）
ポータブルAV機器などの映像/音声出力（RCA）を
4極3.5φミニへ変換し、「FH-9400DVS/7400DVD/ 
6200DVD」「DVH-570」などのビデオ入力端子へ
接続する際に使用するケーブル。

■ミニジャックケーブル（AV用） ※1※2
CD-V150M 1.5m
希望小売価格2,000円（税別）
「DVH-570」などのフロントビデオ入力端子等と
iPodなどを接続するためのケーブル。

■ミニジャックケーブル（オーディオ用） ※1※2
CD-150M 1.5m
希望小売価格1,500円（税別）
楽ナビポータブルタイプやポータブルナビゲーション
などのオーディオ出力端子とAUX入力端子（3.5φ
ミニ）を装備したメインユニットを接続するための
オーディオ用ケーブル。

■RCAピンケーブル
CD-051 5m
希望小売価格2,200円（税別）
オス‐オス（ステレオ）
5m：平端子・オス‐メス・システムリモート
（映像またはオーディオ）用リード線付属

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

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

AVシステム関係

HDMI ミニジャック RCA

※1 IPバス関係オプションの接続可否については、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。※2 接続にはCD-051などの別売RCAピンケーブルが必要。※3 最大RCA出力レベルが1V以上の外部機器は、接続しないでください。故障の
原因となります。※4 対応機種は弊社ホームページ（carrozzeria.jp）の各商品情報および「iPhone、iPod接続情報」（P.43）にてご確認ください。 ※5 システムによって別売機器が必要になることがあります。

■iPod用アダプター ※1
CD-IB10Ⅱ
希望小売価格10,000円（税別）
IPバス入力付のメインユニットおよび
カーナビとiPodを接続するアダプター。

■IPバス延長ケーブル ※1
CD-IP601E 6m
希望小売価格6,000円（税別）
オス‐メス

■IPバスケーブル ※1
CD-IP150 1.5m
希望小売価格4,000円（税別）
メス‐メス

■Android（HDMI）用
接続ケーブルセット ※4
CD-HUV220
希望小売価格3,000円（税別）

■光デジタルケーブル
CD-AD600 6m
希望小売価格10,000円（税別）
オス‐オス

■Android（MHL）用
接続ケーブルセット ※4
CD-MUV220
希望小売価格3,000円（税別）

■光デジタルケーブル
CD-AD300 3m
希望小売価格9,000円（税別）
オス‐オス

■iPhone/iPod用
接続ケーブル ※4
CD-IUV220 2.2m
希望小売価格3,000円（税別）

■光デジタルケーブル
CD-AD150 1.5m
希望小売価格8,000円（税別）
オス‐オス

■iPhone/iPod用
接続ケーブルセット ※4※5
CD-IUV320
希望小売価格6,000円（税別）

■IPバス形状音声出力・RCA
インターコネクター ※1※2
CD-BR10 50cm
希望小売価格4,000円（税別）
IPバス形状音声出力をRCA端子へと
変換。※バス通信は行わず、音声出力
のみを行います。

■IPバス延長ケーブル ※1
CD-IP151E 1.5m
希望小売価格4,500円（税別）
オス‐メス、
常時電源供給用リード線1.5m付属

■RCA・バス
インターコネクター ※1※2※3
CD-RB10
希望小売価格4,000円（税別）
IPバス入力端子にRCAステレオ音声を
入力するための変換コネクター。

■IPバスケーブル ※1
CD-IP600 6m
希望小売価格6,000円（税別）
メス‐メス

■IPバスケーブル ※1
CD-IP300 3m
希望小売価格5,000円（税別）
メス‐メス

IPバス/光デジタル関係 その他接続ケーブル偏光フィルター

■偏光フィルター
AD-PLF1
希望小売価格 3,000円（税別）
※対応機種：「ND-DVR30/DVR10/DVR40」
＊「ND-DVR20」には相当品が標準搭載されています。

分配器

■映像出力用RCA分配器
RD-VRD10 
希望小売価格 4,000円（税別）
※対応機種:「ND-DVR30」

ホンダ
（ナビ装着用スペシャルパッケージ付車）

トヨタ（ナビレディパッケージ付車）

※1 商品情報や対応機種は弊社ホームページ（carrozzeria.jp）の各商品情報および「iPhone、iPod接続情報」（P.43）にてご確認ください。 ※2 システムによって別売機器が必要になることがあります。 ※3 スマートフォンの仕様によっては対
応していないものがあります。

※1 後退時には、直接目視による周囲の安全を確認してください。 ※2 その他の対応機種や適合車種については、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。

■USB接続ケーブル ※1
CD-U420 1.5m
希望小売価格2,000円（税別）
カーナビやメインユニットにiPhone、iPodやUSB
デバイスなどを接続する場合に必要なケーブルです。

NEW

NEW

■一部上記オプション商品についての詳細、およびその他ナビゲーション関連のオプション商品については、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）にてご確認ください。 ■取付け用のオプションパーツについては、取付情報を確認する必要がありますので、
ご購入前に必ず弊社ホームページ（carrozzeria.jp）にてご確認いただくか、販売店様にご相談ください。 ■当社ETC車載器はオートバイ等の二輪車には使用できません。 ■商品写真は実際の色とは異なる場合があります。　　　　　　　　　　　　　

＊印の商品は、（株）カナック企画製です。 ★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。
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BOXスピーカー ユニットスピーカー

TS-G1030
希望小売価格5,800円
（税別/2個1組）

TS-E1076
希望小売価格10,000円
（税別/2個1組）

TS-E1676
希望小売価格12,000円
（税別/2個1組）

TS-E1396
希望小売価格14,000円
（税別/2個1組）

TS-E1796
希望小売価格18,000円
（税別/2個1組）

TS-X180
希望小売価格10,300円
（税別/2個1組）

TS-X480G
希望小売価格26,800円
（税別/2個1組）

パワードサブウーファー

サブウーファー エンクロージャー

サウンドエンジニア

※写真は 「UD-K521」です。

UD-K521/K522/K526
希望小売価格3,500円（税別）

UD-K524/K525
希望小売価格4,000円（税別）

UD-K528
希望小売価格5,500円（税別）

UD-K5210
希望小売価格4,000円
（税別）

UD-K5211
希望小売価格5,000円
（税別）

UD-K5212
希望小売価格6,500円
（税別）

UD-K5213
希望小売価格8,000円
（税別）

TS-WX70DA
希望小売価格39,000円（税別/1個）

TS-WH1000A
希望小売価格50,000円（税別/1個）

TS-WH500A
希望小売価格25,000円（税別/1個）

TS-WX610A
希望小売価格28,000円（税別/1個）

TS-WX130DA
オープン価格＊（税別/1個）　

TS-W3020
希望小売価格30,000円
（税別/1個）

TS-W2520
希望小売価格25,000円
（税別/1個）

TS-W2020
希望小売価格20,000円
（税別/1個）

UD-SW300D
希望小売価格12,000円
（税別/1個）

UD-SW250D
希望小売価格10,000円
（税別/1個）

UD-SW200D
希望小売価格8,000円
（税別/1個）

PRS-D800
希望小売価格35,000円（税別）

DEH-970
希望小売価格35,000円（税別）

DEH-P01
希望小売価格100,000円（税別）

AVIC-CZ902XS
希望小売価格248,000円（税別）
NEW

RS-A09x
希望小売価格300,000円（税別） 

RS-A99x
希望小売価格200,000円（税別）

PRS-A900
希望小売価格120,000円（税別）

※写真は 「UD-K611」です。

UD-K611～UD-K617
希望小売価格10,000円（税別）

UD-K618
希望小売価格13,000円（税別）

UD-K619
希望小売価格9,000円（税別）

※写真は 「UD-K713」です。

UD-K711～UD-K717
希望小売価格21,000円（税別）

UD-K718
希望小売価格25,000円（税別）

UD-K719
希望小売価格18,000円（税別）

センタースピーカーサテライトスピーカー

TS-STH700
希望小売価格30,000円
（税別/2個1組）

TS-CH700A
希望小売価格25,000円
（税別/1個）

TS-STX510
希望小売価格12,000円
（税別/2個1組）

TS-STH1100
希望小売価格35,000円
（税別/2個1組）
 

P.24P.23

カロッツェリア商品ラインアップ

スピーカー
カスタムフィットスピーカー

サイバーナビ

楽ナビ

TS-V173S 希望小売価格60,000円（税別/4個1組）

カーナビゲーション

システムアップアイテム
パワーアンプ

ハイエンド・オーディオ
カーナビゲーション

GM-D7400
希望小売価格25,000円（税別）

GM-D7100
希望小売価格20,000円（税別）

GM-D1400Ⅱ
希望小売価格16,000円（税別）

TS-F1640
NEW

希望小売価格7,500円
（税別/2個1組）TS-F1740

NEW

希望小売価格8,000円
（税別/2個1組）

TS-C1730 希望小売価格21,000円（税別/2個1組）

AVIC-RZ701
オープン価格＊

AVIC-RW301
オープン価格＊

AVIC-RZ501
オープン価格＊

AVIC-RZ301
オープン価格＊

AVIC-RZ901
オープン価格＊

AVIC-RW901
オープン価格＊

メインユニット

TS-F1040
NEW

希望小売価格7,000円
（税別/2個1組）

FH-9400DVS
NEW

DVD/CD＋USB/iPod＋Bluetooth

オープン価格＊

P.05～06

FH-7400DVD
NEW

DVD/CD＋USB/iPod＋Bluetooth

オープン価格＊

P.05～06

FH-6200DVD

DVD/CD＋USB/iPod

オープン価格＊

P.05～06

FH-4400

CD＋USB/iPod＋Bluetooth

希望小売価格
20,000円（税別）

P.07～08

MVH-5400

MVH-3400

USB/iPod

希望小売価格
8,000円（税別）

USB/iPod＋Bluetooth

希望小売価格
14,000円（税別）

P.09～10

P.09～10

FH-3100 希望小売価格
16,000円（税別）

CD＋USB/iPod

P.24

P.26P.25

P.28

P.24

P.31

P.32

P.29

P.31

P.27P.27P.27

フリップダウンモニター

プライベートモニター

ドライブレコーダー

モニター

TVM-W910
オープン価格＊

TVM-PW900T
オープン価格＊

TVM-PW900
オープン価格＊

TVM-PW910T
オープン価格＊

TVM-PW910
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.34 P.35

パワーアンプ
P.36

チューンアップトゥイーター

TS-ST910
希望小売価格45,000円
（税別/2個1組）

TS-T730
希望小売価格12,000円
（税別/2個1組）

TS-T440
希望小売価格5,500円
（税別/2個1組）
NEW

TS-Z1000RS
希望小売価格280,000円
（税別/4個1組）

TS-S1000RS
希望小売価格120,000円
（税別/2個1組）

TS-W1000RS
希望小売価格120,000円
（税別/1個）

TS-Z172PRS
希望小売価格80,000円
（税別/4個1組）

TS-Z132PRS
希望小売価格70,000円
（税別/4個1組）

TS-W252PRS
希望小売価格55,000円
（税別/1個）

TS-S062PRS
希望小売価格45,000円
（税別/2個1組）

スピーカー
P.38P.37

TS-C1630S 希望小売価格32,000円（税別/4個1組）TS-C1730S 希望小売価格32,000円（税別/4個1組）

メインユニット
P.33

TVチューナー

GEX-909DTV★
オープン価格＊

MD＋CD

FH-P530MD-B 希望小売価格
35,000円（税別） FH-P530MD-S 希望小売価格

35,000円（税別）

P.13

TVM-FW1100-B
オープン価格＊　NEW

TVM-FW1100-S
オープン価格＊　NEW

TVM-FW1030-B
オープン価格＊

TVM-FW1030-S
オープン価格＊

TVM-FW1020-S
オープン価格＊

TVM-FW1020-B
オープン価格＊

TS-F1040S
NEW

希望小売価格15,000円
（税別/4個1組）TS-F1640S

NEW

希望小売価格15,000円
（税別/4個1組）TS-F1740S

NEW

希望小売価格16,000円
（税別/4個1組）

AVIC-RL901
オープン価格＊

P.13

希望小売価格
19,000円（税別）DEH-6400

CD＋USB/iPod＋Bluetooth

希望小売価格
23,000円（税別）DEH-7100

CD＋USB/iPod＋Bluetooth
P.14

DEH-380

CD

オープン価格＊

P.14

DVH-570

DVD/CD＋USB/iPod

希望小売価格
21,000円（税別）

P.14

希望小売価格
15,000円（税別）DEH-5400

CD＋USB/iPod＋Bluetooth

オープン価格＊DEH-4400

CD＋USB/iPod

P.09～10

P.09～10

P.07～08

MVH-7400

USB/iPod＋Bluetooth

希望小売価格
17,000円（税別）

P.07～08

AVIC-CL902-M
オープン価格＊　
NEW

AVIC-CW902-M
オープン価格＊　
NEW

AVIC-CZ902-M
オープン価格＊　
NEW

AVIC-CL902
オープン価格＊　
NEW

AVIC-CW902
オープン価格＊　
NEW

AVIC-CZ902
オープン価格＊　
NEW

AVIC-CE902AL/VE
オープン価格＊
NEW

AVIC-CE902VO/NO/ES 
オープン価格＊
NEW

AVIC-CE902ST
オープン価格＊
NEW

AVIC-RW501
オープン価格＊

TS-C1736S 希望小売価格32,000円（税別/4個1組）

AVIC-CE902SE
オープン価格＊
NEW

TS-C1630 希望小売価格21,000円（税別/2個1組）

P.29

P.30P.30

ND-DVR1
希望小売価格 20,000円（税別）

ND-DVR10
オープン価格＊　

ND-DVR20
オープン価格＊

ND-DVR30
オープン価格＊

ND-DVR40
オープン価格＊

カーナビ連動タイプスタンドアローンタイプ

P.19～22 P.19～22 P.19～22

P.19～22P.19～22

詳細は別途ご用意しておりますサイバーナビカタログ、車種別大画面カタログ、楽ナビカタログをご覧ください。

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。　＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。　★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

50ラインアップラインアップ49

VREC-DZ500-C
オープン価格＊　NEW

VREC-DZ500
オープン価格＊　NEW


