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正しい取付  
正しい操作で
安全運転

地図データについて
●交差点名称、高速道路施設名称、方面看板、レーン情報等は、一部収録されていない場合や、実際の表記と異なる場合があります。また、収録データが異なるため、必ずしも同時に表示されません。●高速道路（有料道路含む）の料金案内は、一部の
有料道路や変則的な料金体系の高速道路・有料道路には対応していない場合があります。●日本測地系に対応しています。●高速道路（有料道路含む）料金表データは2018年2月に道路管理者から受領した軽自動車・中型自動車・普通自動車の料金
情報に基づき作成。●一般財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベース（©2017一般財団法人日本デジタル道路地図協会2017年3月発行）に基づき作成。●タウンページデータ:NTTタウンページ株式会社による
2017年9月号データに基づき作成。局番変更については、2018年4月1日変更分まで対応。（2017年11月調査時点で情報を取得できたもののみ）●訪問宅（個人宅）電話番号データは、日本ソフト販売（株）の2017年9月のデータに基づき作成。●通行
規制データは、2017年9月までの独自調査結果、および、警察庁交通規制情報管理システム出力データの情報に基づき作成。●一般道方面看板は2017年9月までの独自調査に基づき作成。●レーン情報は2017年9月までの独自調査に基づき作成。
●一般有料道料金所位置データは、2017年9月までの調査に基づき作成。●高速道路方面案内は2017年9月までの独自調査に基づき作成。●高速分岐イラストは2017年10月までの独自調査に基づき作成。●都市高速入口イラストは2017年10月
までの独自調査に基づき作成。●ETCイラストは2017年10月までの独自調査に基づき作成。●立体交差側道イラストは2017年10月までの独自調査に基づき作成。●SA/PAイラストは2017年10月までの独自調査に基づき作成。●踏切データはDRM
データをベースに、2017年9月までの独自調査データに基づき作成。●市区町村合併については、2018年4月1日施行分まで対応する。但し、2017年10月時点で取得できた情報に限る。●プロバイダデータは2017年11月調査時点のものに基づき作成。
●ロゴマークは2017年10月調査時点のものに基づき作成。 ©2018 INCREMENT P CORPORATION 制作:パイオニア株式会社/インクリメントP株式会社

●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。●DTS、                  および       は米国Digital Theater Systems,Inc.の登録商標です。●｢Gracenote｣は米国グレースノート社の登録商標です。｢Gracenote｣のロゴおよびロ
ゴタイプは米国グレースノート社の商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号     およびAACロゴ     はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●　　   は、財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。●スマートループ渋滞情報™
およびリアルタイムプローブ™はパイオニア株式会社の登録商標です。●ETCは財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。●Bluetooth®およびBluetoothロゴは米国Bluetooth SIG,Incの登録商標です。●Entier（エンティア）は、株式会社日
立製作所の日本国およびその他の国における商標です。●当製品には、イーソル株式会社　　　のPrKERNELv4、PrFILE2、SD Memory Card Driver、PrUSB/Deviceが搭載されています。●　 歌詞表示機能は（株）シンクパワーのプチリリ機能を利
用しています。●その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。●カタログ掲載の商品は、国内民生用として開発製造されたものです。●ナビゲーション本体、メインユニット本体、スピーカー等には保証書を添付しています（ただし、保証書
付と記載されているものに限る）。お買い求めの際は購入年月日等、所定事項が記入されているかご確認の上、大切に保管してください。●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、取付例およびビジュアル等はすべて
カタログ表現上のイメージです。写真の色（製品ボディ、およびイルミネーション等）は、印刷インキや撮影条件等により、実際の色と異なって見える場合があります。●各画面写真はハメコミ合成で、色および仕様等は実際と異なる場合があります。また、画面内
の表記は機能を紹介するために用いた架空のものです。●カタログの内容のお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない場合は、弊社カスタマーサポートセンターにおたずねください。●ハガキによるカタログのご請求
は希望商品名をご記入の上、〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8文京グリーンコート パイオニアカスタマーサポートセンターへ。また、ホームページでもカタログ請求を実施しています。

カロッツェリアはサポートします。

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

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。

〈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。

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

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

警告

安全に関するご注意

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

●DVDのご使用について ＊ディスクによっては、DVD-R/RWがご使用になれない場合があります。また、一部のディスクで再生できない場合があります。＊DVDプレーヤー、およびディスクには発売地域ごとに再生可能地域番号（リージョンNo.）が設けられ
ており、再生するディスクに記載されている番号に、プレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。カタログに掲載のDVD-VIDEO再生可能機種の再生可能地域番号は2番です。これらの機種はNTSC方式に適合しています。ディスクや
パッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。 ●CD-R/RWのご使用について ＊カタログに掲載のCD再生可能機種では音楽CD、CD-R/RWをお楽しみいただくことができます。ただし8cmCDには対応していません。＊CD-RWはロー
ディングから再生が始まるまで、通常のCDやCD-Rと比較して時間がかかります。 ●DVD-R/RW、CD-R/RWのその他について ＊「WMA」、「MP3」、「AAC」、「WAV」、「JPEG」のアイコンが記載されている機種は、該当するフォーマットで記録された
ディスクも再生できます。著作権保護されたファイルは再生できません。＊ディスクのレーベル面や記録面にシール、シート、テープ等を貼らないでください。＊ディスクをお取り扱いになる際は、ディスクの使用上の注意書きをよくお読みください。＊ファイナライズ
していないディスクは再生できません。＊ディスクの特性・傷・汚れ、またはピックアップレンズの汚れ・結露等により、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）。※カタログ掲載のDVD再生可能機種ではお客様がビデオモード（DVD-videoフォーマット）で記録されたDVD-R/RWは
再生が可能です。VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)で記録されたDVD-R/RWは マークが記載されている機種のみ再生が可能です。 ●ハイビジョン画質（AVCHD規格、AVCREC規格）で記録されたディスクについて ＊カロッツェリアの
DVDプレーヤー（カーナビ含む）ではAVCHD規格、AVCREC規格に非対応のため再生できません。ディスクの取り出しができなくなる場合がありますので、AVCHD規格、AVCREC規格で記録されたディスクは入れないでください。 ●コピーコントロール
CDについて ＊「コピーコントロールCD」と呼ばれる音楽ディスクは、正式な音楽CD規格に準拠しない特殊ディスクであり、当社商品における再生につきまして、動作や音質の保証は致しかねます。 ●DualDiscの再生について ＊ディスクに傷がつく
場合や、ディスクを取り出せないといった不具合が起こる可能性がありますので「DualDisc」はご使用にならないでください。詳細については弊社ホームページ（http://pioneer.jp/support/oshirase_etc/dualdisc/）をご覧ください。
■あなたが録音物、その他から録音したものは個人として楽しむ等のほかは、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。

〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8文京グリーンコート
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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。
2018年7月印刷F（品番ZCS445B）

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。

弊社ホームページでは、より詳細な情報が得られるコンテンツを多数取り揃えています。

carrozzeria.jp/cyber-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。

●カーオーディオ／
　カーナビゲーション商品

●FAX受付：

■カスタマーサポートセンター

〈ご注意〉「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご使用に
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）

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

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

【固定電話からのご利用は】

上記の電話番号がご利用いただけない場合

【携帯電話・PHSからのご利用は】
【 ナ ビ ダ イ ヤ ル 】

【 ナ ビ ダ イ ヤ ル 】

●サイバーナビ：
　オーナーズリンク登録相談

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

上記の電話番号がご利用いただけない場合

【携帯電話・PHSからのご利用は】
【 ナ ビ ダ イ ヤ ル 】

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）

サイバーナビカタログ ’18 Vol.3



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。

MAKE  YOUR  L I F E “L I VE”.

弊社ホームページにてブランド映像公開中

carrozzeria.jp
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10V型
WXGA

車種専用モデル7V型
WVGA

200mm
ワイドメインユニット 7V型

WVGA
2D（180mm）
メインユニット 7V型

WVGA
2D（180mm）
メインユニット

8V型
WXGA

LS（ラージサイズ） 
メインユニット

主な同梱品

本体関連

MAユニット
通信モジュール※1

スマートコマンダー
フロアカメラ
本体サイズ
画面サイズ
液晶パネル（静電タッチパネル）
メモリー容量

LS（ラージサイズ）メインユニット

8V型ワイドXGA

Lumina HDパネル

32GB

LS（ラージサイズ）メインユニット

8V型ワイドXGA

Lumina HDパネル

32GB

200mmワイドメインユニット

7V型ワイドVGA

Lumina パネル

32GB

200mmワイドメインユニット

7V型ワイドVGA

Lumina パネル

32GB

2D（180mm）メインユニット

7V型ワイドVGA

Lumina パネル

32GB

2D（180mm）メインユニット

7V型ワイドVGA

Lumina パネル

32GB

車種専用メインユニット

10V型ワイドXGA

Excel Lumina HDパネル

32GB

2D（180mm）メインユニット

7V型ワイドVGA

Lumina パネル

32GB

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

AVIC-CL902-M

※電源ケーブルが付属されておりません。
　車両への取付けには別売の取付キット等が
　必要になります。（P.37参照）

NEW オープン価格＊

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

AVIC-CW902-M

※電源ケーブルが付属されておりません。
　車両への取付けには別売の取付キット等が
　必要になります。（P.37、41参照）

NEW オープン価格＊

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

AVIC-CZ902-M
NEW オープン価格＊

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

AVIC-CL902

※電源ケーブルが付属されておりません。
　車両への取付けには別売の取付キット等が
　必要になります。（P.37参照）

NEW オープン価格＊

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-CW902

※電源ケーブルが付属されておりません。
　車両への取付けには別売の取付キット等が
　必要になります。（P.37、41参照）

NEW オープン価格＊

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-CZ902
NEW オープン価格＊

NEW オープン価格＊

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

＊サイバーナビ xシリーズ：AVIC-CZ902XSについての詳細は、弊社ホームページ(carrozzeria.jp)をご覧ください。

※1 対応するデータ通信専用通信モジュールは「ND-DC2」になります。※2「MapFanAssist」アプリ、「MapFan」サイトは、インクリメント・ピー株式会社が運営しています。「MapFan®」はインクリメント・ピー株式会社の登録商標です。※3 別売の音響特性測定用マイク
「CD-MC1」が必要となります。※4 接続ケーブルは別売です。※5 同梱または別売のMAユニットが必要となります。※6 情報の取得には同梱または別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」（P.36参照）や、スマートフォンでの通信接続設定（Wi-Fiテザリング、

またはBluetooth®テザリング）が必要です。利用は無料ですが、通信料はお客様負担となります(通信モジュール使用時除く)。※7 USBメモリー、SDメモリーカード、iPhone/iPodは別売です。 ＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

詳しくはP.25-28をご覧ください。

先進機能を磨き抜いた、サイバーナビのラインアップ。

＞＞ 詳しくはP.24をご覧ください。
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。

通信機能を使用した場合、使用開始月から更新期間がスタート。ただし、期間が3年間に満たない場合でも更新期間は「2022年4月末」で終了となります。
通信機能を使用しない場合は、「2021年4月末」で終了となります。バージョンアップ最大3年間分付

iPhone
iPodUSB AUXSD

CD
CD-R/RW DVD-R/RW

DVD-VIDEO

MapFan®コネクト※2

MCC
（ミュージッククルーズチャンネル）

高音質、AV関連

リアエンタテインメント
（リアクルーズモード）

地上デジタルテレビ 対応ソース/再生メディア CD録音（MSV） VICS WIDE対応 Bluetooth®モジュール内蔵

スポットフォルダ
スポットリザーブ
ドライブプラン
マイカーシーク
ライブレコメンド
オートライブレコメンド
チェックチャンネル
ライブラリーモード
マスターサウンド・アーキテクチャー
高音質パーツ
ハイレゾ音源再生対応
マスターサウンドリバイブ（MSR）
マスターコントロールモード
Auto TA & EQ※3

車種専用エキスパートチューニング
CD録音（MSV対応）
USB入力
HDMI※4入出力装備
ビジュアルビュー
ミラーリングビュー
クルージングビュー※5

リアセパレートモード

いつか行ってみたい場所をMapFanの「ブックマーク」に登録。サイバーナビの「スポットフォルダ」からいつでも呼び出せます。

今すぐ行きたい目的地をクルマの外からでもサイバーナビに送信。クルマに乗り込むと自動で受信し、目的地設定がスムーズにできます。

目的地までの所要時間やルートを手軽に手元の地図で確認。出発時間や滞在時間などの詳細な予定を組み立て、サイバーナビに送信できます。

家族がクルマで迎えに来る時、駐車場でどこに停めたか思い出せない時、万が一盗難された時など、手元でマイカーの位置が確認でき安心・便利です。

約750万曲もの膨大な楽曲の中から、ドライブの時間や場所に合わせたチャンネルを提案してくれる音楽ストリーミングサービスです。

シーンにあわせて自動で音楽が切換わりドライブを手軽にスタイリッシュに演出してくれます。

再生中に新しく出会った音楽を自分のお気に入りの曲として登録し、好きな曲を中心に関連する属性の楽曲を再生できます。

手持ちのスマホ内のお気に入りの楽曲もMCCのダイレクトリンクプレイで、聴き慣れた楽曲が新鮮な繋がりで次々と再生されます。

カロッツェリアの考える高音質の世界を具現化するためのオーディオ最優先の設計思想。

サウンドマスタークロック、高性能DSP、高性能D/Aコンバーター、高性能オペアンプなど数々の高音質パーツを搭載。

FLAC/WAV/ALACなどのハイレゾ音源(～96kHz/24bit)をネイティブ再生。WAV/ALACは、192kHz/32bitまで再生対応。

CD音源や圧縮音源を独自の技術でサンプリング周波数と量子化ビット数を拡張し、ハイレゾ相当に高音質化して再生。

31Bandものグラフィックイコライザー（L/R/SWまたはF/R/SW独立）を駆使して、車室内音場を整える業界最高レベルの音場・音質調整機能。

スピーカーのタイムアライメントや、イコライザーを全自動で調整し車室内の音場を整えるカロッツェリア独自の音場・音質調整機能。

10V型車種専用大画面モデルで、それぞれの車種に合わせ細部までこだわり抜いた専用のチューニングデータ。　　>> P.28

CDを視聴中に自動でSDメモリーカードに録音を行います。

USBメモリーをはじめ、iPhone、iPod、スマートフォン(Android)端末のMTP接続にも対応。

フリップダウンモニターやプライベートモニターなどをHDMI(別売)接続して高画質・高音質で楽しむことができます。

映画や地デジなどナビ画面で再生中の映像ソースをリアモニターにそのまま出力。同乗者全員で同じコンテンツを楽しむことができます。

ナビ画面をリアモニターにそのまま出力。まるで飛行機のモニターのように後席でも現在地や目的地への到着時間が確認できます。

MAユニットのフロントカメラがとらえた前方の風景をリアモニターに映し出し、前席でしか味わえなかった眺めが後席でも楽しめます。

前席だけ、後席だけ、前席後席別々など様々な出力に対応。フロントとリアのスピーカーで別々の音声を流すこともできます。

（別売対応）

ナビ能力※6

（渋滞情報）

インターフェース

ドライブサポート
（ライブカーセキュリティー）

通信関連・内蔵モジュール

バージョンアップ
（最大3年間分付）

その他

スーパールート探索

地図表示

自車位置精度

検索

ルート探索、ルート誘導

スマートループ渋滞情報™

VICS/FM多重放送/VICS WIDE対応

メニュー画面

同梱または別売の
「MAユニット」接続時の機能です。

Bluetooth®モジュール
Bluetooth® Smartモジュール
Wi-Fiモジュール
スマートアップデート(差分更新)
全データ更新
別売対応ユニット

サーバーを利用して、リアルタイム渋滞情報や過去から蓄積した膨大なプローブデータを駆使したルート探索を実現。
カーナビ単体では成し得なかった複雑な計算を可能にし、ドライバーのニーズにあった質の高いルートを提案します。

ノーマルビュー、スカイビュー、ツインビュー、AVサイドビュー、ハイウェイモードなど多彩な地図表示で知りたいことが瞬時にわかる
「誰もが見やすい」地図表示を追求し、高精細で美しい地図表示を実現しています。

自車位置精度を極限まで高める「アドバンスドIQ高精度」。6軸3Dハイブリッドセンサーなどを搭載した自車位置精度専用システムを搭載し
マルチフィールドマップマッチング・傾斜旋回補正アルゴリズムなどの高度な技術で精度を高めます。

サイバーナビに蓄積されたデータに加え、通信を利用してリアルタイムな情報の検索が可能。多彩な方法で、行きたい場所や知りたい情報が探し出せます。

時間・距離・料金を考慮した最適な提案ルートを最大６本リストで表示。好みのルートを選択することができます。また全国438施設（691ヶ所）の
高速道路への入口をリアルなイラストで表示し、実際の風景と照らし合わせながら安心して走行することができます。

VICS渋滞情報を含む、全国約70万kmにおよぶ全道路を対象とする「スマートループ渋滞情報™」。全国すべての道路を対象とした
リアルタイムな渋滞情報を考慮して出発時から目的地に到着するまで、常にそのとき最適なルートを提案します。

都道府県単位の広域エリアのVICS情報を受信・表示。VICS WIDEは従来のFM多重放送の伝送容量を2倍に拡大した情報を受信・表示します。

「HOMEメニュー」「ナビメニュー」「AVメニュー」に加え、ドライブ中に情報が次々と表示される「ライブインフォメニュー」を用意。
フリック操作で簡単に切換えられ、「HOMEメニュー」に配置するアイコンは、他のメニューから自由に選べ、カスタマイズが可能です。

高機能カメラで捉えた前方の風景をマルチドライブアシストユニットが画像認識・解析を行い、周囲の様々なリスクと状況の変化を検知。
先進のAR表示や効果音による警告でドライブ中に潜む様々なリスクからドライバーを未然に守り、もしもの時に備えることでいっそう安心感を高めます。

Bluetooth®対応のスマートフォンをつなぐことで、多彩な機能を利用できます。＊対応スマートフォンは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

スマートコマンダー、リアスマートコマンダーアプリ、サウンドマスターコントローラーアプリ、MAユニット用スマートキーホルダーなどとの通信が可能です。

スマートフォンのWi-Fi機能を利用し、ワイヤレスでの高速データ転送を可能にします。＊対応スマートフォンは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。

専用アプリを使用してバージョンアップデータをスマートフォンにダウンロードし、Wi-Fi経由でカーナビに転送することができます。

パソコンを使ってすべてのデータをダウンロードし、SDメモリーカード（別売）を介してサイバーナビのバージョンアップを行えます。

サイバーナビと連携タイプおよびスタンドアローンタイプのドライブレコーダー、バックカメラ、ETC2.0ユニットなどに対応しています。

P.7-8、P.15-16をご覧ください。

P.17-18 （別売対応） P.17-18 （別売対応） P.17-18 （別売対応） P.17-18 （別売対応） P.17-18 （別売対応） P.17-18 （別売対応） P.17-18 （別売対応） P.17-18

（別売対応） P.17-18

（別売対応） P.41

（別売対応） P.17-18

（別売対応） P.41

（別売対応） P.17-18

（別売対応） P.41

（別売対応） P.17-18

（別売対応） P.41

（別売対応） P.17-18

（別売対応） P.41

P.19-22、39をご覧ください。

P.23をご覧ください。

P.17-18、28をご覧ください。

P.9-10をご覧ください。

P.11-12、40をご覧ください。

P.13-14をご覧ください。

■全モデル共通搭載機能一覧表

通信
（PAN接続）

NaviCon
対応

ハンズ
フリー
通話

Bluetooth
AUDIO

※7 ※7 ※4※7 ※4

FM/AM
ワイドFM
対応



MapFan®コネクト ストレスフリーで、楽しみな気持ちを加速。

MapFanコネクトの機能を
動画でご覧になれます。

思い立った時、
　　　ドライブはもう始まっている。

カフェにいても、リビングにいても。
スマホで気になるスポットを見つけたら、
「いつか、そこに行きたい」という気持ちもワンタッチでサイバーナビと共有。
「今すぐ、ここに行こう」という衝動が走ったら、その場でサイバーナビに目的地転送。
明日「何時に出ればいいのかな」と思ったら、ルートや所要時間、料金などを
どこにいても事前にチェックできる。
高まる気持ちをストレスフリーで行動へとつなぎ、
クルマに乗る前から楽しみが広がっていく。

テレビ番組や雑誌、友人との会話、SNSやブログなどの情報に触れ、出かけたくなる気持ちが起きた瞬間、MapFanコネクトはすぐさま行動につなげます。
「いつか行きたい」「今すぐ行きたい」といった期待にも、「何時に出ればいいかな」「今どのあたりにいるのかな」といった不安にも、その場で応えます。アプリや
ウェブサイトを通じていつでもどこでもサイバーナビとつながることで、クルマに乗る時も乗る前も、より便利でより楽しい時間に変えていきます。

MapFanAssistの使い方はP.15-16で詳しく

いつか行きたい場所を登録しておける いま行きたい場所をすぐに送信できる
情報サイトやブログ等を見ている時や、
友人におすすめ店を紹介されたその時に、
ふと「ここに行きたい」と思ったら、その
場所をMapFanの「ブックマーク」に登録。
サイバーナビの「スポットフォルダ」から
いつでも呼び出せるので、忘れることなく
出かけることができます。

情報サイトやブログ等を見て、今から
ここに行くと決めた時や、また、ある場所
に迎えに来て欲しい時など、自分の
居場所に関わらず目的地をサイバー
ナビに送信。サイバーナビが、自動的に
目的地を受信し、ワンタッチで目的地
設定ができるので、スムーズに出発
できます。

広大な駐車場でも
カンタンにクルマを探せる
常に愛車と自分の位置をスマホで手軽に確認。たとえば家族がクルマで自分を
迎えに来ている時にどこまで来ているか、あるいは駐車したマイカーの位置を
確認したい時、万が一マイカーが盗難された時など、様々なシーンで便利に
活躍します。

出発時間やルート、料金などを手元の地図上で
確認でき予定が立てられる
クルマでの旅行やゴルフ、遠方のアウトレットモールなど、目的地までの所要
時間やルートを手軽に手元の地図で確認。何時に出発すればいいかなど
の詳細な予定も組み立てられます。その予定をサイバーナビに送信する
ことで、当日は時間に慌てず快適にドライブできます。

［スポットフォルダ］

身近な数々のシチュエーションで「便利」を実現する

［ドライブプラン］ ［マイカーシーク*］

［スポットリザーブ］

時間ができたら行けるように、
スマホにブックマークしよう

教えてもらったスポット、
忘れないうちにすぐ保存しよう

クルマで迎えに来てもらうのに、
今の場所を目的地として送ろう

やっぱりクルマが見当たらない！
スマホですぐ調べてみよう

※PCでも確認できます。

広い駐車場でクルマを探すって大変。
スマホで見つけられてよかった

事前に予定を立てたから、
ドライブ先でも計画的に回れるね

出発前に今日の目的地を
ナビに送信しておこう

何時に出ればいいか手元で
わかるし、明日は慌てず済みそうだ

前に行きたがってた場所、
あれどこだっけ？

どこに停めたのか
わかんなくなっちゃった。

出かける前にナビのルート設定が
できていたら楽なんだけどなあ。

明日のゴルフ、
2人を迎えに行くんだよな。
何時に出れば良いんだろう…

今日は、得意先を
何件も回らないと
いけない…

迎えに来て欲しいのに、
自分のいる場所を
うまく説明できない。

アプリでも、ウェブサイトでも使える

対応OS
iOS 10以上/Android OS 5以上
※ダウンロードおよびインストール無料

アプリ
MapFanAssist

App Store Google Play

対応OS
Windows OS/
Mac OS 両対応

Webサイト
MapFan

やっぱり途中でごはんにしようか。
このスマホでお店を
調べてナビに送って！

CONNECT
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■各機能ならびに仕様については、必ず各機能紹介ページやP.38～40の本文および注釈をご参照ください。■注意事項に関しては裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。■画面等の表示や写真、風景はハメコミ合成でイメージです。
■色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。■「MapFanAssist」アプリ、「MapFan」サイトは、インクリメント・ピー株式会社が運営しています。「MapFan®」はインクリメント・ピー株式会社の登録

商標です。※ 「MapFanAssist」、「MapFan」のご利用には通信環境が必要です。車載機との連携には通信モジュール、もしくはWi-Fiテザリング対応またはBluetooth®のPANテザリング対応のiPhoneやスマートフォン（Android）が必要です。※ 「MapFan」
サイトのご利用には、オーナーズリンクおよび、MapFan会員ID（無料）の登録が必要です。※ また、MapFan会員IDと商品情報との連携が必要となります。＊「マイカーシーク」の利用には、データ通信専用通信モジュール（別売）を推奨します。



車室内みんなで盛り上がる。

ミュージッククルーズチャンネル※1 めくるめく音楽を楽しみ続ける。

SingNow/エンタメ機能

ミュージッククルーズチャンネルの
詳細がご覧になれます。
アプリのダウンロードもこちらから。

プレイリストを選ぶ間に、
　　　　　　心は走り出している。

リビングで聴いていた音楽と気分を、そのままクルマへ。
日常とカーライフをつなぐ音楽ストリーミングサービス
「ミュージッククルーズチャンネル」は、「夜の都会」
「昼の海沿い」といった刻々と変わる走行シーンにあわせて
約750万曲もの楽曲を多彩にレコメンド。
さらに、出会った曲やチャンネルをお気に入りとして保存・再生したり、
スマホの中の楽曲も同感覚でプレイすることができる。
音楽をいつでもどこでも自由自在に楽しむ
新リスニングスタイルで、めくるめく楽しさが止まらない。

専用アプリをインストールしたスマホのネットワーク経由で、約750万曲もの楽曲により編成された多彩
な特選チャンネル※2が次 と々楽しめる車載用音楽ストリーミング機能「ミュージッククルーズチャンネル」。
ドライブシーンに合わせたチャンネル提案や、ワンタッチでのお気に入り楽曲登録、スマホ単体での使用
など、ドライブ最適な音楽の楽しみ方がさらに広がっていきます。

チャンネルを自動で提案
ドライブ中刻 と々変化する「日時」「目的地」「現在位置」「高速道路走行時」
などの環境に合わせてチャンネルを提案する「ライブレコメンド」を搭載。
「オートライブレコメンド」に設定すれば、提案されるチャンネルに自動で乗換え
られるため、手間なくシーンに合った楽曲が楽しみ続けられます。

［ライブレコメンド／オートライブレコメンド］

自分で歌えば、ロングドライブも飽きない
音楽にあわせて口ずさむものの、歌詞がよく分からない。そんな時にドライバーが気分良く運転しながら歌
えるように、テンポ良く歌い出す手前で歌詞を読み上げる「SingNow※5」を搭載。「シーン切換え」機能を
「SING」にすれば再生中楽曲のヴォーカルをカットでき、ドライバーも含めみんなで存分に歌うことができ、
ロングドライブや渋滞時にも活躍します。また、再生中楽曲の歌詞をカラオケのモニターのようにスマホ
に表示することも可能。HDMI入力搭載のリアモニターと接続すればリアシートの同乗者も歌詞を見ながら
歌って楽しむことができます。 ［SingNow］、［シーン切換え］、［歌詞表示］

「ミュージッククルーズチャンネル」は、株式会社レコチョクが運営する音楽ストリーミ
ングサービス「レコチョク Best ライトプラン」により、コンテンツ調達・番組編成を
行い、パイオニア独自の楽曲レコメンド技術などを融合した有料の車載用音楽スト
リーミング機能です。
＊「ミュージッククルーズチャンネル」の使い方、登録方法、
よくあるお問い合わせ( FAQ )は、弊社ホームページ
(http://pioneer.jp)をご覧ください。

無償使用権最大3ヶ月分付※4

プレイリストを生成

　登録した楽曲群と同じアーティストや
◀関連する属性情報に基づいて
　取得した楽曲

［プレイリスト］

［登録した楽曲］

お気に入り楽曲を中心に楽しむ
自分の好きな曲をお気に入り楽曲としてワンタッチで登録が可能。その曲を
中心にいつでも楽しめる「チェックチャンネル※3」を搭載しています。登録数が
少ない場合でも登録楽曲の属性を基にプレイリストが生成され、新たな楽曲
との出会いとお気に入り楽曲の両方が楽しめます。 ［チェックチャンネル］

スマホ内の楽曲を楽しむ
Bluetooth®接続したスマホ内の楽曲を、「ALL」「アーティスト」
「アルバム」「年代」「テンポ」の5属性でダイレクトリンクプレイ。
またノンストップミックス再生や、「CLUB」「SING」「FES LIVE」
「LIVE HOUSE」の4つの音響設定が選べる「シーン切換え」、「歌
詞表示」にも対応しています。 ［ライブラリーモード］

チェックチャンネル

聴きたい曲を中心にプレイリストを生成。
また新たな曲と出会える楽しさ。

ライブラリーモード

スマートフォン内の音楽も、
クルマ最適のリスニングスタイルで。
聴き慣れたはずの楽曲も新鮮に。

MUSIC

　CRUISE

　　
CHANNEL

ライブレコメンド／オートライブレコメンド

外の景色と音楽がリンクする新体験。
リスニングスタイルが変わる。
ドライブが変わる。

■各機能ならびに仕様については、必ず各機能紹介ページやP.38～40の本文および注釈をご参照ください。■注意事項に関しては裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。■画面等の表示や写真、風景はハメコミ合成でイメージです。
■色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。■レコチョク Best ライトプランの登録にはクラブレコチョクへの入会と、クレジットカード情報の登録もしくはキャリア決済（NTT docomo／Softbank／
KDDI）の手続きが必要です。対象機種を複数台お使いの場合は、各々クラブレコチョクへの入会が必要となります。レコチョク Best ライトプラン使用権の購入は1ヶ月単位となります。使用権の残り期間は専用アプリにて確認できます。途中解約
等その他レコチョク Best ライトプランに関するサービスの詳細内容については、 本機専用アプリケーションからレコチョク Best ライトプランのwebサイトをご確認ください。■「レコチョク Best ライトプラン」は、株式会社レコチョクの登録商標
です。■ミュージッククルーズチャンネル使用時は大容量のデータを送受信しパケット通信料が高額になる可能性があるため、定額データプランへ加入している対応端末の使用を推奨します。■本機能のサービス内容は予告無く変更になる
場合があります。使用方法・機能の詳細等については、ユーザーズガイド(WEB版)をご確認ください。※1 使用には専用アプリ「ミュージッククルーズチャンネル2」（ダウンロード無料）がインストールされた対応端末が必要です。対応端末および

専用アプリの詳細については、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）にてご確認ください。※2 チャンネル内に表示されている順番とは異なります。各チャンネル内の特定の楽曲を任意で選択し再生することはできません。チャンネル内の曲送り回数には制限
があります。※3 登録楽曲に加え、登録楽曲に関連した曲も再生されます。チェックチャンネル内での楽曲選択はできません。チャンネル内のプレイリスト数は100曲で構成されます。登録楽曲が少なく、かつ関連する楽曲とあわせて100曲に満たない場合は、
楽曲追加を促すメッセージが表示されます。登録数が少ない場合、プレイリストが生成されないことがあります。関連する属性は「年代」、「BPM」、「邦楽・洋楽」、「ボーカルタイプ」の4つ。※4 「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS」はレコ
チョク Best ライトプラン使用権最大3ヶ月分付のため、初回使用日から最大3ヶ月間費用が発生することなく本機能を使用できます。4ヶ月目以降は「月額300円(税別)」になります。※5 読み上げる声の種類（男性/女性）、長さ、音量が設定可能。
設定はスマートフォン内でのみ可能。
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ボーカルの息づかいやギターのフレットが擦れる繊細な音までもが鮮明に浮かび上がり、アーティストがまるで目の前にいるかのような臨場感。サイバーナビは、高S/N比の獲得と
低歪み化により、卓越した静粛性を獲得しました。デジタル・アナログ技術のすべてを注ぎ込むことで、ハイレゾ音源に含まれる情報を余すことなく表現。圧倒的な臨場感を
伴う、高音質再生を実現しています。

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

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

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

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

音響特性を2dB刻みで補正できる「13
バンドイコライザー」を搭載。指でなぞるシン
プルな操作で、周波数特性の乱れを理想
的な状態に補正します。また、「タイムアライ
メント」は1.4cm刻みで設定が可能です。

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

ガラスやシートによる音の反射・吸収や聴取位置から左右のスピーカーまでの距離が異なるなど、車室内には高音質再生を阻害する要因がいくつもあります。こうした
環境でも最適な音響空間を創出しハイレゾ音源を存分に楽しむために、音質調整能力を強化。マニュアルでのシンプルな補正、本格的なチューニング、自動調整、車種専用
チューニング※4と4つの中から希望に合ったベース調整方法で音響空間を構築することが可能です。

調整をシンプルで使いやすく 緻密なこだわりの調整を実現

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

［マスターコントロールモード］
［シンプルコントロールモード］

車種ごとに最適化された音響空間を手軽に
車種専用10V型モデルには、車種ごとのエキスパートチューニングデータをプリ
セット。調整の手間がかからず、理想の音響空間が構築できます。

［専用チューニング※4］P.28もご覧ください

もっとクルマにいたい。
　　　  そう思うほどの高音質に浸る。

ドライブの目的は、移動だけでも、走るだけでもない。
プライベートな空間で音楽に聴き入る楽しみがある。
サイバーナビは、長年磨き上げた音響技術や設計ノウハウで、
ハイレゾ時代の「高音質」を獲得。
視聴環境として過酷な車室内を卓越した調整能力で
理想の視聴空間へと変え、目の前で奏でているかのような情景までも描き出す。
圧倒的な臨場感に包まれて、目的地が近づくことさえ惜しくなる。

ハイレゾ音源ネイティブ再生対応

長年培った技術と叡智を集結し
真の高音質再生を徹底追求。

マスターサウンドリバイブ

圧縮音源をもハイレゾ化。
これまでの手持ちの楽曲が
生まれ変わった音を奏でる。

高音質設計＆高音質パーツ

ノウハウとパーツを惜しみなく投入。
圧倒的な高音質を実現するために、
できるすべてのことを。

調整能力

「超臨場」を作り上げる多彩な調整能力。
それぞれのクルマごとに最適設定を創り出し、
車室内を理想のオーディオルームへ。

HIGH-

RESOLUTION

　　
　AUDIO

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

［JFET入力型オーディオ用
高音質オペアンプ］

［高音質電源ケーブル（別売）］   
（P.41参照）

［外部入出力ケーブル（別売）］   
（P.41参照）［高音質トロイダルコイル］

小さな音でもくっきり再生
小音量時の音の輪郭を強調して音質を
向上。ボリュームを上げられないときで
もメリハリの利いた高音質再生を実現
します。 ［ソノリティーボリューム※5］

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

音楽ジャンルやお好みで調整
楽曲やドライブシーン、気分にあわせて簡単に音質調整できる
「イコライザー」を搭載。Flat/Superbass/Powerful/Natural/
Vocal/Clearの各効果は5段階にレベル調整可能（Flat
除く）で、好みの音が見つけられます。［プリセットイコライザー］

ハイレゾ再生の追求 すべては、真の高音質を実現するために。 詳細ベースEQ 音楽再生には過酷な車室内環境をフラットに。

好み調整EQ、その他機能 調整能力をもっと便利に、あなた好みに。

マスターサウンドリバイブ（特許出願中） CDや圧縮音源をハイレゾ相当に高音質化して再生。

高音質設計&高音質パーツ ハイレゾサウンドを支える揺るぎない土台。

■各機能ならびに仕様については、必ず各機能紹介ページやP.38~40の本文および注釈をご参照ください。■注意事項に関しては裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。■画面等の表示や写真、風景はハメコミ合成で
イメージです。■色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。※1 サンプリング周波数/量子化bit数が44.1kHz/24bit未満の音源は「ハイレゾマーク」は非表示。また、圧縮音源の場合

はビットレート(kbps)表示。※2 スピーカー設定スタンダードモード時。ネットワーク 接続時は L/R/SW独立。※3 スピーカー設定スタンダードモード時はF/R独立。ネットワーク接続時は AUTO TA&EQは非対応。※4 「専用チューニング」は
車種専用モデルのみ搭載。※5 モードはOFF/LOW/MID/HIGHから選択可能。ボリュームに応じて補正特性を切換え。※ 「AVIC-CZ902XS」のオーディオ関連の機能・性能について詳細は、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。11 12
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みんなで同じテレビやDVDを楽しみたい時。
ドライバーは音楽を聴きたいのに、後席の子供たちはアニメを観たい。
そんな時も、サイバーナビの「リアエンタテインメント」なら、すべてが叶う。
後部座席にモニターを2つ設置し、気分や好みにより
思い思いのコンテンツを楽しむことができる。
ドライバーにとっても同乗者にとっても、移動時間は、
この上なく楽しい時間に変わる。

  後部座席が、
　　　　エンタメの特等席になる。

映像や音楽の楽しみを、ドライバーだけでなく同乗するすべての人へ。別売のプライベートモニターやフリップダウンモニターなどのリアモニターとサイバーナビ
がリンク※1することで、同乗者全員ではもちろん、前席だけや後席だけ、また前席と後席別々の空間を創り出し、状況に応じて楽しみ方が自由自在に選択可能。
後席にいてもドライブに飽きることなく、楽しく過ごせます。

リビングにいるような楽しさ
映画や地デジなど、ナビ画面で再生中の映像ソースをリアモニターにそのまま
出力※1。全員で同じコンテンツを楽しむ、まるでリビングにいるような空間へ。
同じ映像や音楽をシェアすることで、自然と車内の会話も弾みます。

［フロントリンクモード-ビジュアルビュー］

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

前席  SDメモリーカード　後席  DVD

TV DVD SD（映像） USB1（映像）USB2（映像）

［リアセパレートモード］

様々なAV空間を創造
前席だけ、後席だけ、前席後席別々など様々な出力に対応※4。音声出力設
定を切換えればフロントとリアのスピーカーで別々の音声を流すことがで
き、プライベートモニターなどをつないでまさに後席専用の空間を満喫でき
ます。音量もフロントとリアで個別に設定できます。

対応ソース TV DVD SD（映像） USB1（映像）USB2（映像）

対応ソース
HDMI＊ AUX Drive Recorder Multi Recorder

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

前席  DVD　後席  OFF

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

前席  OFF　後席  地デジ
前方の風景をみんなで共有
マルチドライブアシストユニットのフロントカメラがとらえた前方の風景※2を、
リアモニターに映し出します。美しい
海岸線での走行や高台からの展望
風景、清 と々する新緑の並木道など、
前席でしか味わえなかった眺めが
後部座席でも迫力とともに存分に
楽しむことができます。

ナビ情報をみんなで共有
ナビ画面をリアモニターにそのまま出力※3でき、まるで飛行機のパーソナル
モニターのように後席でも現在地や目的地までの到着時間を確認でき
ます。専用アプリをインストールしたスマートフォンを使って、後席からナビを
自在に操作することもできます。 ［フロントリンクモード-ミラーリングビュー］［フロントリンクモード-クルージングビュー］

サイバーナビ連携だけでなく、HDMI入力※5付きのプライ
ベートモニターなら、スマホなどを直接接続※6してゲーム
やWeb動画を大画面で楽しめます。後部座席に2台
並べれば、それぞれで好みの楽しみ方ができます。

後席からでも
ナビを自在に操作

App Store Google Play

スマートフォンに専用アプリ「リアスマートコマンダー」をインストールすることで、後席からも自分
の聴きたい音楽や観たい映像を自由自在に操作できます。リア側に出力するソースの切換えや
音量調節も簡単に行えます※7。

リアクルーズモード／フロントリンクモード

前席と後席で同じ映像を共有することで、
新しいドライブの楽しみ方が広がる。
気づけば、目的地はすぐそこだ。

リアクルーズモード／リアセパレートモード

後席だけでAVソースを選ぶ。
それぞれが自分の時間に浸れる。
飛行機のシートさながらの気分に。

リアスマートコマンダーアプリ

後部座席からAVソースの操作が可能。
自分で自在にコンテンツを楽しめる。

REAR

　　
ENTERTAINMENT

＊HDMI機器接続時のみ

リアクルーズモード ひとつの車室内を何通りにも活用できる。

■各機能ならびに仕様については、必ず各機能紹介ページやP.38～40の本文および注釈をご参照ください。■注意事項に関しては裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。■画面等の表示や写真、風景はハメコミ合成で
イメージです。■色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。※1 「HDMIソース」はHDMI出力からのみ映像出力され、「RCA」出力は不可。※2 「MAユニット」接続時のみ選択
可能。※3 HDMI出力端子にHDMIケーブルが接続されているときのみ使用可能。「TVソース」は、コンポジット相当の画質で表示。※4 サイバーナビ本体画面で「AVサイドビュー」を選択している場合やネットワークモード接続時、「リア

セパレートモード」は設定できません。※5 プライベートモニターとHDMI機器との接続にはHDMI接続ケーブル「CD-HM020（別売）」等が必要です。※6 iPhone、iPod（Lightning）を接続する場合は、別途Apple社製
「Lightning-Digital AVアダプタ」が必要です。またAndroid（MHL端子）との接続には「CD-MUV220（別売）」、Android（HDMI端子）との接続は、「CD-HUV220（別売）」が必要です。※7 対応端末のBluetooth®設定をONにして使用。



■各機能ならびに仕様については、必ず各機能紹介ページやP.38～40の本文および注釈をご参照ください。■注意事項に関しては裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。■画面等の表示や写真、風景はハメコミ合成で
イメージです。■色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。※1 起動時メッセージは「ブックマーク登録」された場合に表示されます。※2 通信接続がされていない場合、「ス
ポットフォルダ」のボタンは非アクティブとなります。 ブックマーク登録は2,000件まで可能。うち「スポットフォルダ」では最新の200件が表示できます。※3 受信メッセージは前回「ACC OFF」の動作を行った時点から、次回「ACC ON」の動作を
行う間に「目的地予約送信」がされた場合に表示されます。複数件目的地予約送信した場合、最後に予約送信した場所がサイバーナビに反映されます。※4 日付指定の初期設定はアプリを開いた日となります。※5 「MapFanAssist」アプリ
もしくはPCサイト「MapFan Web」共に、「おでかけプラン」のみルート探索が可能です。車載器非連携時および未ログイン時のルート探索は、MapFanオリジナルのルートアルゴリズムを使用します。ルート探索したルートは、推奨/

高速道路優先/一般道優先から選択することが可能です。 出発地から目的地までのルート全体が表示されるよう自動的に地図表示スケールが調整されます。※6 おでかけプランに登録可能なスポット件数は、出発地点1件、経由地5件、最終
目的地1件の合計7件になります。※7 出発時間や到着時間の調整は30分単位で、滞在時間は10分単位で変更できます。※8 ドライブプランのすべてが有効期限切れの場合、メッセージは非表示となります。※9 「マイカーシーク」の初期
設定はON。 「マイカーシーク」の設定をOFFにするには、通信可能な状態で、オーナーズリンクで取得したIDをナビに入力する必要があります。 「マイカーシーク」のマークは通信機器が接続され、車載器連携登録済の場合に表示されます。
※LINEは、LINE株式会社の登録商標です。

アプリ「MapFanAssist」の便利な使い方

行きたい場所や魅力的な場所を手元のスマホやパソコンから「MapFan」のブック
マークへ、いつでもどこでも登録。気になっていた場所を忘れても、登録して
おけば過去に登録した場所を思い起こすことができます。

ブックマーク登録

ナビ起動時に、登録したブックマーク
が画面上にメッセージ通知※1。スマホ
でブックマーク登録したことを忘れて
しまってもサイバーナビで思い起こす
ことができ、ドライブやクルマで出かけ
る行動範囲を広げてくれます。

新着ブックマーク通知

ブックマーク登録した場所は一覧でチェック。リストをタッチすれば、地図画
面に遷移し、住所や電話番号も確認できます。また、そこからナビに目的地
として送信することができます。

スポットフォルダ

いま行きたい場所は、すぐサイバーナビに送信。これまで
のナビ連携アプリの場合、クルマに乗車しないとナビへ
目的地の送信ができませんでしたが、「MapFan」から
検索した行きたい場所やブックマーク登録した場所は、
自分の居場所に関わらず目的地予約送信ができます。

目的地予約送信

スポットリザーブ

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

マイカーシーク

 
 

「MapFanAssist」でブックマーク登
録されたリストを、サイバーナビの「ス
ポットフォルダ」から読み出すことがで
きます※2。

ブックマーク読み出し

「MapFan」で予約送信した目的地を
自動で受信し、ドライバーはワンタッチで
目的地設定※3。ナビ起動時に目的地
送信されたことが画面上にメッセージ
通知され、検索する手間がなく、ワンタッチ
で行きたい場所のルートを探索、案内し
始めるため、スムーズに出発できます。

予約送信した目的地をスポットリザーブで受信

 

行きたい場所までの道のりや所要時間、高速道路や有料道路
の料金をアプリで調べ、行き先までの計画をナビに送信・設定。
日付や日時を指定でき※4、目的地までの所要時間が事前に調べ
られるので、何時に出発すればよいかなど出かける前の気になる
情報を目安として把握でき、知らない場所への旅行やドライブが
安心して迎えられます。

おでかけプラン

ドライブプラン

出発地から行きたい場所までの道のりや所要
時間をチェック。「MapFan」ではスマートループ
を活用した渋滞情報を考慮して、出発地点
から目的地まで道のりや所要時間をスマート
フォンで調べられるので、ドライバーは安心
かつ簡単・手軽にドライブの計画を立てるこ
とができます※5。

ルート探索

経由地の追加はブックマークや検索から設定。出発地／目的地を含めた
場所を2点以上設定すれば自動で所要時間が計算できます※6。

経由地の追加

「おでかけプラン」の作成はタイムラインとして作成することもできます。
View切替ボタンをタップして、追加した経由地／目的地はスポットをタップ
して上下にドラッグさせるだけで出発時間を変更したり、経由地の滞在時
間を増やしたり、経由地と目的地の入換えが簡単にできます※7。

タイムラインでおでかけプランを作成

プランを作成したら地図上で確認し、サイバーナビへ送信。すべての操作
がアプリ上でスムーズに操作できます。

おでかけプランをサイバーナビに送信

出発予定時刻前に乗車・出発したい場合も、ナビ本体からプランを実行で
きます。

ドライブプラン編集

 「MapFanAssist」で作成した「おでかけプラン」やサイバーナビで作成し
た「ドライブプラン」を一覧で確認できます。 プランリストの並び順は、出発
日時順に表示されます。

ドライブプラン一覧

作成したプランは、プラン
リストから選択し詳細を
確認することができます。

ドライブプラン詳細

ドライブプラン受信イメージ※8

MapFanAssistで作成、
サイバーナビが受信したプラン

MapFan

サイバーナビで
スーパールート探索したプラン

SUPER

「いつか行こう」から、目的地にいるときまで。
　　　　　　ドライブがもっと、ずっと楽しみになる。

滞在時間を
入力

目的地と
経由地を
入れ替え

サイバーナビ側で自車位置を確認で
きる状態にあることをステータス
バーに表示します※9。

MapFanコネクトは「LINE」のトークでも活躍、さらに便利に。
LINEのトーク上からサイバーナビに直接ドライブルートを転送！

※本サービスは、LINE株式会社が提供する「LINE@」を使用し、インクリメント・ピー株式会社が運営するサービスです。

「LINE
」から

も

使える
！MapFanコネクトの機能を

動画でご覧になれます。
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Map F a n A s s i s t ストレスフリーで出かける楽しみを広げる。

新規のおでかけプランを作成する

おでかけプランを一覧で確認する

行きたい場所を検索する

マイカーシーク（クルマを探す）

作成したおでかけプラン

ブックマーク登録した地点を確認する

地図を表示する



■各機能ならびに仕様については、必ず各機能紹介ページやP.38～40の本文および注釈をご参照ください。■注意事項に関しては裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。 ■画面等の表示や写真、風景はハメコミ合成でイメージです。■色お
よび仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。 ※1 「AVIC-CL902/CW902/CZ902/CE902SE/CE902AL/CE902VE/CE902VO/CE902NO/CE902ES/CE902ST/CZ902XS」は、別売のマルチドライブアシストユ
ニット「ND-MA1」にて対応します。※2 自車および前方車両が左右に移動する際に車間時間が警告範囲内に該当した場合は警告します。一度捕捉した前方車両はカメラが認識できる限り遠方まで捕捉します。※3停車時に車速パルスが発生する車両や低
速走行時に車速パルスが検出されない車両においては誤発進警告機能は動作しません。※4検知するのは赤信号から青信号への変化のみ。矢印式信号機は検知しません。※5車室内の撮影には別売のフロアカメラユニット「ND-FLC1」が必要となります。

▲誤発進警告

▲レーンキープサポート

▲ターゲットスコープ、
　推定車間距離表示（注意喚起時）

※6同梱または別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」もあわせて必要となります。※7セキュリティインフォ/アクシデントインフォ合計送信可能画像枚数は100枚/1ヶ月間です。101枚超過後は文字情報に限定されたメールを配信。※8 SDメモリー
カードはSDHC 8～32GB（FAT32）、SDXC 64～256GB（exFAT）のSDメモリーカード挿入時にご使用いただけます。※9同梱または別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」もしくはスマートフォンでの通信接続設定（Wi-Fiテザリング、またはBluetooth®
テザリング）が必要です。※10 対応スマートフォンおよび専用アプリについて、詳しくは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。※11 「ライブカーセキュリティ」の「セキュリティ録画/撮影」では、フロントカメラのみもしくはフロアカメラのみの録画/撮影はできません。 
＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

先進的なドライブサポートのすべては
弊社ホームページをご覧ください。

スマートフォンで
　すぐにチェック

PC版は
　こちら carrozzeria.jp/cyber-ds

カーライフに
トータルな安心を。

サイバーナビに収録された全国の右折事故が生じやすいヒ
ヤリハット地点での右折待ち時、前方車両に続いて自車が動
き出すタイミングで効果音を出し注意喚起。周囲の確認を事
前に意識でき、交差点内の事故を未然に抑制できます。

前方車両を捕捉し表示され
る「ターゲットスコープ」は、
車間距離/車間時間に連動
してサイズ/色がリアルタイ
ムに変化し注意を喚起。ま
た、前方車両との「推定車間
距離」表示色も同じく連動し
て変化するので、車間距離が把握しやすくなります。

停車すると前方の赤信号を捕捉、青信号への変化も検知し
ます。効果音とアイコン表示でも切換わりをお知らせするこ
とで、停車中での信号変化の見逃しを防ぐなど、スムーズな
発進をアシストします※4。

捕捉した前方車両との車間時間を絶えず計測。縮まると効
果音と表示でドライバーへ警告し、追突を未然に抑制。また、
一度捕捉した車両を追い越す時などの不要な警告を低減し
信頼性を高めています※2。

信号待ちなどの停車時に、自
車が前方車両より先に発進
してしまった場合に、効果音
と表示でドライバーへ警告。
不注意な発進による追突事
故のリスクを抑制します※3。

ターゲットスコープ/推定車間距離表示

前方車両接近警告

誤発進警告

右折時つられ発進検知

赤信号検知表示

前方車両発進検知表示

レーンキープサポート

横断歩道予告検知表示

ライブカーセキュリティ

ドライブレコーダー

アクシデントインフォ

1

2

3

4

信号待ちや渋滞での停車中など、前方車両の発進に気づか
ない場合でもその動きを正確に捕捉し、発進時にはわかりや
すい効果音や表示で前方確認への注意を促します。

5

マルチドライブアシストユニットはドライブレコーダーとして
の役割も持ち、走行中の風景を昼夜を問わず高画質で記録。
「SDXC※8」のSDメモ
リーカード（別売）に
対応し長時間録画が
可能なので、ロングド
ライブでも安心です。

高速道や一般道を走行中
は、走行中の車線を認識。一
定時間片寄り続けると効果
音と車線の表示色の変化で
いち早くお知らせ。正しい走
行へとサポートします。

乗車中に衝撃を検知するとマルチドライブアシストユニット
がイベント録画時に静止画も撮影し、独自アルゴリズムで危
険度を判定。ドライバーの意思が確認できない場合は登録ア
ドレスへ日時や現
在地情報、静止画
を送信。家族や知
人がすばやく対応
できます※7※9。

道路にペイントされた「横断歩道または自転車横断帯あり」
を示すひし形の道路標示を認識。横断歩道が先にあることを
効果音とイラストで前もって通知し、歩行者や自転車への注
意を促します。

駐車時に振動などの異常を検知するとマルチドライブアシス
トユニットが自動で録画・撮影※5。その静止画を通信モジュー
ルを介してスマートフォンなどへ送信※6※7。離れていても愛車
の危険が速やかにわかります。

7

8

9

10

11

6

高機能カメラで捉えた前方の風景を

マルチドライブアシストユニット※1が

画像認識・解析を行い、

周囲の様々なリスクと状況の変化を検知。

先進のAR表示や効果音による警告で

ドライブ中に潜む様々なリスクから

ドライバーを未然に守り、

もしもの時に備えることでいっそう

安心感を高めます。
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ドライブサポート リスクに目を光らせ、カーライフトータルの安心を支える。

2 近づきすぎを警告

8 横断歩道をお知らせ

3 追突を予防

10 万が一を記録

4 右折をサポート

11 イベント発生を速やかに通知

6 前車の発進をお知らせ

7 はみ出しを警告

1 車間距離をサポート 5 信号の切換わりをお知らせ

9 駐車中も見守る

マルチドライブアシストユニット

ND-MA1 オープン価格＊
対応機種
「AVIC-CL902/CW902/CZ902/CE902SE/CE902AL/
CE902VE/CE902VO/CE902NO/CE902ES/CE902ST/
CZ902XS」

ライブカーセキュリティを便利に一時停止。

荷物の積み下ろし時などに「ドライブ
アシスト※10」アプリを使用すると、車に
近づくだけで「ライブカーセキュリ
ティ」を一時停止できます。別売のMA
ユニット用スマートキーホルダー
「CD-SK1」を使っても同様に一時
停止できます。

フロアカメラユニット

ND-FLC1 オープン価格＊
対応機種
「AVIC-CL902/CW902/CZ902/
CE902SE/CE902AL/CE902VE/
CE902VO/CE902NO/CE902ES/
CE902ST/CZ902XS」等
各種取付用ブラケット同梱
（サンバイザー/リアガラス/汎用取付用）

ライブカーセキュリティを機能拡張。

マルチドライブアシストユニットの
フロントカメラと同時にフロアカメラ
ユニットを接続することで、車外に
加えて車室内まで録画・撮影。記録
映像はフロントカメラの映像と自動で
合成※11。リスク発生時の記録として
役立ちます。

MAユニット用スマートキーホルダー

CD-SK1  オープン価格＊
ドライブサポート機能は、同梱または別売の
マルチドライブアシストユニット「ND-MA1」との接続が必要となります。



すべてに想いが巡らされた、
サイバーナビの多彩なナビ能力。

スーパールート探索

地図表示

自車位置精度

ナビ能力 スーパールート探索をはじめとする高度な技術で、スムーズに導く。

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

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

これまで、長年に渡るカーナビ開発で
積み重ねてきた自車位置精度に関す
る技術のすべてを注ぎ込み、「6軸3D
ハイブリッドセンサー」を搭載。車両の
挙動を「上下」「左右」「回転」方向の加
速度・角速度の合計6軸で検知・演算
し、地図上を正確無比で極めて誤差の
少ないトレースを行います。さらに地図
データの精緻化も相まって、案内タイミ
ングの最適化にも貢献しています。

「誰もが見やすい」を追求し、美しさも両立した地図表示。

知りたいことが瞬時にわかる地図を目指し、従来よりもさらに詳細な情報を
描画可能な地図フォーマットを採用。高精細液晶モニターの搭載により、中間色
の採用やコントラストなどの精緻な処理も行うことで、これまでのカーナビの
地図を超えた美しさまでも表現しています。（1,677万色：Real 8bit）

自車位置精度を極限まで高める「アドバンスドIQ高精度」。

ノーマルビュー スカイビュー ツインビュー

AVサイドビュー ハイウェイモード

詳細市街地図 夜間モード

渋滞

お金がかかっても
良いから、
早く着きたい！ 目的地

新アルゴリズム
によるルート

従来のアルゴリズム
によるルート

目的地
より近いIC

目的地
より遠いIC

渋滞

渋滞渋滞

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

［スーパールート探索］

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

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

時間帯や曜日によって細かく変
化するETC割引にも対応。その
ルートを走行するときの料金を
考慮し、より効率的なルートを弾
き出します。また、出発前に
「スーパールート探索」を使って
ルートを検証し、ドライブプラン
を立てておくことも可能です。 ［ETC割引考慮ルート探索、ドライブプラン］

補正情報を
アップ

補正情報

GPSデータを元に補正情報を生成
GPSデータ

GPSデータ

ロゴマークに情報をリアルタイム表示。
よく利用するコンビニやガソリンスタンドなどのロゴマーク表示に、対象の施
設に駐車場があるか、営業しているかなどの情報を追加した「スマートロゴ
マーク」を新たに搭載。これにより施設の詳細情報を検索しなくても、ひと目
でドライブに必要な情報を把握できるため、利便性と実用性が飛躍的に向
上しました※2。 ▲駐車場有無情報表示例

▲駐車場有りコンビニロゴマーク例

▲駐車場可/不可、営業時間情報表示例
駐車可能 営業時間外 営業中 営業時間外

■各機能ならびに仕様については、必ず各機能紹介ページやP.38～40の本文および注釈をご参照ください。■注意事項に関しては裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。 ■画面等の表示や写真、風景はハメコミ合成で
イメージです。■色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。※1 情報の取得には同梱または別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」（P.36参照）や、スマートフォンで
の通信接続設定（Wi-Fiテザリング、またはBluetooth®テザリング）が必要です。利用は無料ですが、通信料はお客様負担となります(通信モジュール使用時除く)。※2 周辺検索の検索リスト画面右側にあるサイドマップも表示対象です。 

駐車場情報、営業時間情報のないジャンルは対象外です。駐車場の駐車可否表示は、車両情報設定で駐車制限（車種/車両寸法）の入力が必要です。車種専用モデルはマイセットアップで車種選択が必要です。※3 現在、受信できる
時間帯には制限があります。※4「SBAS」はsatellite-based augmentation system(静止衛星型衛星航法補強システム)の略称です。

19 20



精密さを極めるナビ能力のすべては
弊社ホームページをご覧ください。

スマートフォンで
　すぐにチェック

PC版は
　こちら carrozzeria.jp/cyber-navi

検索 ルート探索

ナビ能力 スーパールート探索をはじめとする高度な技術で、スムーズに導く。

■各機能ならびに仕様については、必ず各機能紹介ページやP.38～40の本文および注釈をご参照ください。■注意事項に関しては裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。 ■画面等の表示や写真、風景はハメコミ合成でイ
メージです。■色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。 ※1 情報の取得には同梱または別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」（P.36参照）や、スマートフォンでの
通信接続設定（Wi-Fiテザリング、またはBluetooth®テザリング）が必要です。利用は無料ですが、通信料はお客様負担となります(通信モジュール使用時除く)。※2  振替休日、隔週定休日、不定期な営業時間については対応していません。
また、駐車場満空情報等、各種通信データサービスについては予告なく休止または中止する場合があります。※3 通信接続していない場合は、「推奨①有料優先」、「推奨①有料回避」、「推奨②有料優先」、「推奨②有料回避」「時間優先」、
「幹線優先」の6通りとなります。※4 全国約9,000ヶ所収録。

対向車

停止

前方車両

ポン ポン
（注意喚起音）

一覧表示でルートを比較。
時間・距離・料金を考慮した最適
な提案ルートを最大６本リストで
表示。それぞれのルート探索結
果の距離、所要時間、料金などを
同時に見比べながら、好みの
ルートを選択することができます。

［6ルート探索※3］

選び出された6本のルートを
地図上にわかりやすく表示。ワン
タッチでそれぞれのルートの
切換えができ、渋滞予測箇所と
ともに距離、所要時間、料金を
比較することが可能。また地図
の拡大やスクロールもできる
ので、例えば出発地周辺のルートを詳しく見比べるといったことも可能です。

［6ルート地図表示］

都市高速の入口箇所をリアルに表現。 安心・安全に配慮したきめ細やかな誘導、案内。
スマートループによる過去のユーザーの走行データから、急ブレーキが
多かった地点を「ヒヤリハット地点」としてデータベース化※4。アイコン
表示とともにルート設定時には「ヒヤリハット地点」にさしかかる前に音声で
案内します。さらに、「ヒヤリハット地点」のうち、右折時に注意が必要な
交差点では、右折するために停車した際、前方車両の発進にあわせて自
車が発進すると、周囲の安全確認を促すよう効果音で注意喚起します。

有料道/一般道のルート切換えは手間なくダイレクトに。
ルートを設定した後でも有料
道/一般道のルート切換えを
スマートコマンダーでスムーズ
に行うことができます。走行中
にルートを変更したくなった
場合でも、時間と料金を比較
しながら、そのままのルートを
走り続けるか変更するかを
事前に確認して選択すること
ができます。

［有料道/一般道ルート切換］

交差点右折時のリスク回避へ向けた取り組み

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

「ヒヤリハット地点」と「右折時つられ発進検知」

▲右折つられ発進時、効果音で注意喚起

▼“近くのコンビニ”発話検索結果表示例

▲全国のヒヤリハット地点「約9,000ヶ所」を収録

［都市高速入口イラスト表示］

全国438施設（691ヶ所）の都市高速への入口をリアルなイラストで表示。
実際の風景と照らしあわせながら安心して進むことができます。

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

外部サーバーの膨大な情報とオンラインでつながり、“近くのコンビニ”など普
通の会話感覚で発話だけで簡単に検索が行えるカロッツェリア独自の「フリー
ワード音声検索」。長い名称の店舗でもしっかり認識され、発話されたワード
は、地点データと照合され、「ジャンル名」なのか「ヨミ」なのかまで判別。スムー
ズに目的の場所を探し出すことができます。また「自宅」を登録しておけば、“自
宅”と発話するだけで自宅までのルート探索を行うことができます。

通信を利用して、周辺にある「タイムズ」「三井のリパーク」「名鉄協商パー
キング」の約5分ごとに更新される混雑情報が取得できます。さらに車両情
報にあわせた駐車可否もわかるので、今本当に駐車できる駐車場を近い
順に探せます。

目的地の正確な名称が浮かばなくても、名称の頭を数文字入力するだけ
で、表示される候補から目的地を探し出せます。検索ワードを入力すると、プ
ローブデータを元に訪問回数の多い上位15件を部分一致も含め表示。同時
に「変換候補」も表示するので、行きたい場所を効率的に見つけられます。

カーナビにあらかじめ収録された情報だけでは、新しくオープンしたお店な
どを探すことができません。外部サーバーの膨大な情報とオンラインでつな
がり検索が行えるカロッツェリア独自の「フリーワード検索」。場所やジャンル
など自由なキーワードを入力して、目的の場所を探し出すことができます。ま
た、「人気」「おいしい」など思いついたキーワードでも検索できるので、それま
で知らなかったスポットが見つかって、行きたい場所がどんどん広がります。

多彩な予測結果からスムーズに検索。わずかな手がかりでも店や施設を探せる。

いつもの言葉で、カンタン検索。

［フリーワード音声検索※1］

今、空いている駐車場へと直行できる。

［サジェスト入力］

［フリーワード検索※1］

［駐車場満空情報※1※2］

タイムズ
17,111ヶ所
（2017年12月末時点）

三井のリパーク
12,192ヶ所
（2017年3月末時点）

名鉄協商パーキング
2,700ヶ所
（2018年1月末時点）

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

スマホアプリ

■各機能ならびに仕様については、必ず各機能紹介ページやP.38～40の本文および注釈をご参照ください。■注意事項に関しては裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。 ■画面等の表示や写真、風景はハメコミ合成で
イメージです。■色および仕様等は実際と異なる場合があります。一部オプション品を取付けた場合の表示もあります。  ※1 オービス情報インストール時にメニュー表示されます。※2 スマートコマンダーホルダーについて詳しくは、
P.37または弊社ホームページ(carrozzeria.jp)をご覧ください。 ※3 対応スマートフォンおよび専用アプリについて、詳しくは弊社ホームページ(carrozzeria.jp)をご覧ください。 ※4 ダウンロードデータ量は最大で2.5GB程度必要になる
ため、データをダウンロードする際はWi-Fiを推奨します。アプリケーションのダウンロードやバージョンアップ、データダウンロード時等は大容量のデータを送受信し、パケット通信料が高額になる恐れがあるため、Wi-Fi環境でのご利用

をおすすめします。また、LTEもしくは3G通信をご利用される場合はパケット定額サービス等のご利用を強くおすすめします。※5 別売のSDメモリーカード16GB以上が必要です。Mac OSのパソコン等をお使いの場合、16GBのSDメモリー
カードでは容量不足となる場合があります。その際は、32GB以上のSDメモリーカードをお使いください。※6 対応OSはwindows10/8.1/7、Mac OS X 10.9.2以降になります。※7 道路の開通状況等によって配信回数が変動する場合が
あります。※8 「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS」には、「最新データバージョンアップ最大3年間分」が付属していますが、「MapFanスマートメンバーズ」に入会して頂くと期間中は「オービスライブ」「MapFanクラブ
オフ」「MapFanプレミアム」がご利用になれます。※9 「MapFanクラブオフ」のご利用にあたって別途専用の会員登録が必要です。注意事項等の詳細は「MapFan」サイトをご確認ください。

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

「ミュージック
クルーズチャンネル２」
提供元：パイオニア株式会社

「NaviCon」

「ミュージッククルーズチャンネル」の利用に必要です。サイバーナビ
とBluetooth®接続することで楽曲の再生が可能になります。

無料 Android ｜ iPhone

※NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。

「ドライブアシスト」

提供元：パイオニア株式会社

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

無料 Android ｜ iPhone

「スマートアップデート
for カロッツェリア」
提供元：インクリメントP株式会社

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

無料 Android ｜ iPhone

「リアスマートコマンダー」

提供元：パイオニア株式会社

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

無料 Android ｜ iPhone

提供元：株式会社デンソー

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

無料 Android ｜ iPhone

「サウンドマスター
コントローラー」
提供元：パイオニア株式会社

サイバーナビの本格的な音質調整を、手元で行うことが可能に
なります。

無料 Android ｜ iPhone

スマートフォン※3からいつでもバージョンアップ可能な
「スマートアップデート（差分更新）」。

最大3年間追加費用無しで最新データにバージョンアップ可能。 スマートアップデート 全データ更新

パソコンからサイバーナビのすべてのデータを
最新にする「全データ更新」。

専用アプリ「スマートアップデート for カロッツェリア※3」を使うことで、自宅や
外出先でいつでもバージョンアップデータをダウンロード※4でき、カーナビにWi-Fi
通信でワイヤレス伝送できます。また、自宅などのWi-Fiを使用しデータをダウンロード
することで月々のパケット通信量を気にすることなく使用できます。

「スマートアップデート（差分更新）」「全データ更新」ともに下記更新期間内は、追加料金無しで何度でもバージョンアップをご利用頂けます。バージョンアップデータ
の配信は最大年6回※7を予定しています。

【オービス関連】サイバーナビに新たな機能をプラス。

パソコンを使うことで、すべてのデータをバージョンアップできます。
ダウンロードしたデータはSDメモリーカード※5を使用してバージョン
アップを行います。また、Windows、Mac※6に対応し幅広いお客様に
ご利用頂けます。

スマートフォンやパソコンをお持ちでない方へ。

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

商品付属分バージョンアップSD送付サービス（有償）
NEW 希望小売価格5,000円（税別）

対応機種：AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS

Option「オービスSD」 CNAD-OP19SD 
　　　　　　　　　　  NEW 希望小売価格4,800円（税別）

対応機種：AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS等
※送付期間は「商品付属分バージョンアップ」の対象期間内となります。

※受付開始時期は、2018年冬頃を予定しています。準備が整い次第、弊社ホームページ(carrozzeria.jp)にてお知らせ致します。

＊通信機能を使用した場合、使用開始月から更新期間がスタート。ただし、期間が3年間に満たない場合でも更新期間は「2022年4月末」で終了と
　なります。通信機能を使用しない場合は「2021年4月末」で終了となります。

自動速度取締機（オービス）の位置
を音と地図上でお知らせし、安心で
快適なドライブをサポートします。

専用アプリ
『スマートアップデート for カロッツェリア※3』、
またはパイオニアホームページ「オーナーズリン
ク」にてデータをダウンロードし、カーナビに転送す
ることで使用できます。

カーナビの地図や各機能を最
新状態に更新できます。

スマートフォンを使って更新

MapFanクラブオフ

パソコンを使って更新

カーライフを充実させる、会員様向け各種
優待サービスがご利用いただけます。

お出かけ先や周辺情報を事前にチェックで
きます。

MapFanプレミアム

車上荒らしでカーナビ盗難に
あってしまった場合、お見舞金
として5万円をお支払いします。

大手旅行会社サイトを横断
検索してお得なプランを簡単に予約できます。

ホテル、宿泊施設割引

人気のレジャー施設の割引が受けられます。
（遊園地/水族館/テーマパーク/スキー場/アウトドア/道の駅、など）

レジャー施設割引

「MapFan」の地図ナビ
アプリ（iOS/AndroidOS）
の全機能が使い放題！電波
の届かない場所でも地図
が使えます。

地図ナビアプリ

渋滞情報やガソリン価
格、駐車場満空情報な
ど、ドライブに役立つリ
アルタイム情報をパソ
コンやスマートフォンか
らチェックできます。

地図サイト

OFF!
ク ー ポ

ン￥

年会費5,000円（税別）の会員サービスが、最大1年間無償で体験できる優待券がサイバーナビにもれなく同梱。
「MapFanスマートメンバーズ」体験キャンペーン

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

スマートフォンで
　すぐにチェック

PC版は
　こちら carrozzeria.jp/cyber-ui

高性能を手元でスマートに操る。

革新的な使いやすさを、クルマ最適に。

検索もよりすばやく的確に。

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

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

各種通信方式の採用により、
様々な機能に応じたデータ通信を実現。

ジャンル検索や住所検索で目的の項目を探す
時など、インデックスをドラッグで上下させること
ができ、指を置くだけで文字送りキーも表示され
自然な流れで目当ての項目を見つけられます。

［インデックスサーチ］

ドライブ中、瞬時に確認したい「有料道／一般道ルート切換」など「スマートコマンダー」でのみ操作可能な機能を備え、安心のドライブを
サポート。手元に設置することで、運転姿勢を崩さずよく使うナビ／AV機能を「回す」「押す」「傾ける」といったシンプルな動作で操作可能。
手元を見ずに簡単に操れ、操作の安心だけでなく、心のゆとりも生まれます。車種専用やフリースペース取付用のスマートコマンダー
ホルダー(別売)※2を使用すれば、インテリアにも美しく調和させながら設置できます。 ［スマートコマンダー］

［ライブインフォ］
［マルチレイヤマップ］

ライブインフォメニュー AVメニュー ナビメニュー

リアルタイムな情報通知や自在な設定メニューで、かつてない快適さへ。

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

［インスタントメニュー］

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

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

ロゴマーク
表示例

駐車場満空情報
表示例

メニュー画面は、「HOMEメニュー」「ナビメニュー」「AVメニュー」「ライブインフォ
メニュー」で構成され、画期的なデザインのメニュー構造はフリック操作で簡単に
切換えられ、階層深く探すことなく目的の機能に素早くたどり着けます。「HOME
メニュー」に配置するアイコンは、ナビメニューやAVメニューから自由に選ぶことが
でき、自分だけのカスタマイズされた「HOMEメニュー」を構成することが可能。
背景に流れるアニメーションや再生されている楽曲にあわせたスペアナ表示など
の動きにより先進性を演出しています。

細部まで洗練された、魅せるメニュー画面。

美しく、流れるように滑らかに。
透過性が高い液晶モニターに、すべての情報をクリア
に表示。メニュー画面の遷移や地図スクロール、
走行中の地図上に表示される自車位置マークの
動きまで、美しくデザインされた表示のすべてが
滑らかな描画により、軽快さと上質さを感じさせます。
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愛車の歓びをより高みへ導く、
大画面10V型サイバーナビ。

車 種 専 用 モ デ ル

サイバーナビが誇る革新的ユーザーインターフェース、次世代のナビ能力、先進のAV能力、最先端のドライブサポート（要別売オプション：P27-28参照）。
そのすべてを纏いながら、車種ごとに専用設計されたのが、大画面10V型モデル。先進のデザイン、高精細「Excel Lumina HDパネル」、
専用音響チューニングまでもが存在感を放ち、最先端のテクノロジーと、研ぎ澄まされたあなたの感性が出会うとき、
知っていたはずの空間が鮮やかに変貌を遂げ、あなたの愛車が誰も辿り着いていない次元へと昇華する。

10V型

VOXY / NOAH / ESQUIRE
VOXY

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

AVIC-CE902VO
NEW オープン価格*

MAユニット対応 通信モジュール対応
フロアカメラユニット対応 スマートコマンダー同梱
ヴォクシー(ハイブリッド含む)：H26/1～現在
(パノラミックライブサウンドシステム付車は除く)
※プッシュスタートシステム非装着車は未調査

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

AVIC-CE902NO
NEW オープン価格*
MAユニット対応 通信モジュール対応

フロアカメラユニット対応 スマートコマンダー同梱

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

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

AVIC-CE902ES
NEW オープン価格*
MAユニット対応 通信モジュール対応

フロアカメラユニット対応 スマートコマンダー同梱

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

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

AVIC-CE902ST
NEW オープン価格*
MAユニット対応 通信モジュール対応

フロアカメラユニット対応 スマートコマンダー同梱

STEP WGN

STEP WGN

ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ：H27/4～現在/
ステップワゴン スパーダ（ハイブリッド）：H29/9～現在
(Hondaインターナビ＋リンクアップフリー＋ETC車載器
<ナビゲーション連動>付車を除く)

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※適合車種については、2018年6月現在の情報です。※同梱の「純正カメラ変換ケーブル」では、
マルチビューカメラシステム（メーカーオプション）は表示できません。

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

AVIC-CE902VE
NEW オープン価格*

ALPHARD

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

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

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

AVIC-CE902AL
NEW オープン価格*

ALPHARD / 
VELLFIRE

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

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

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

AVIC-CE902SE
NEW オープン価格*

AD-N1001SE
希望小売価格5,000円（税別）

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

SERENA

SERENA

セレナ：H28/8～現在(電動パーキングブレーキ装着車)

※取付車種のグレードや仕様、ディーラーオプションの装備品等によっては取付けられない場合があります。 また、取付ける商品や組合わせるシステムによって車両への取付けの際、別売の配線キットや接続ケーブル等が必要になる場合があります。

■セレナ e-POWER(H30/3～現在)の取付けに関しては、弊社ホームページ(carrozzeria.jp)にてご確認ください。

※電動パーキングブレーキ非装着車の場合に必要となります。

車種専用カーナビゲーション取付パネル
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オプション（別売）Opt ion

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

マルチドライブアシストユニット「MAユニット」

ND-MA1 
オープン価格＊

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

データ通信専用通信モジュール

ND-DC2 
希望小売価格25,000円（税別）

車室内の状況を小型カメラで撮影・
記録します。

フロアカメラユニット

ND-FLC1 
オープン価格＊

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

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

付属品 Accessor ie s

BluetoothⓇ Smartの採用により、
車室内のどこからでもサイバーナビ
のよく使う機能を操作できます。

スマートコマンダー
専用に設計されたホルダーにより、
スマートコマンダーを美しく設置できます。
※AVIC-CE902AL/CE902VEには2種類同梱。

スマートコマンダーホルダー

スマートコマンダー、スマートコマンダーホルダーを全商品に同梱しています。

＊お客様による調整はできません。

その先鋭的なデザイン性で
愛車がより上質な空間に一変する。
車種ごとにサイバーナビをデザイン。「NAVIキー」「AVキー」などのテクス

チャーグラデーションやブルーイルミネーション、シルバーアイラインの先鋭的な

デザインの融合が、車室内をより上質な空間に変貌させます。また、静電式の大き

く使いやすい操作キーは車種ごとの内装にあわせて自然に指が届く位置に。先進

性を感じさせるデザインと操作性を高次元で両立させています。

車室内にスマートコマンダーを
美しく設置。
車室内にスマートコマンダーを美しく調和させながら設置できる、専用設計の

スマートコマンダーホルダーを付属。 設定画面で選択するだけで
音響チューニングが簡単にできる。
あらかじめ車種専用のチューニングデータが用意されており、スピーカータイプ

（カロッツェリア推奨スピーカーまたは純正スピーカー）、リスニングポジション（運転

席重視または全席重視）の選択を

するだけで愛車にあわせた設定が

簡単にできます。また、タイムアライ

メントやカットオフ、スロープや

スピーカーレベルは、サブウー

ファーを追加した時などに調整が

行えるよう、音響チューニングが選

択された後でも設定が行えます。

音のプロフェッショナル「Expert Tuningチーム」が
こだわり抜いた車種ごとの専用チューニング。
クルマ環境における音創りは、車室内の状況に応じて変化する。カロッツェリア

が誇る音のプロフェッショナル「Expert Tuningチーム」が、車種ごとの特性を徹底

的に調査し、細部までこだわり抜いて調整。緻密な調整を可能にするParametric 

EQなどをDSP内部で特別に使用し、圧倒的な高音質を実現しています。タイムアライ

メントなどの技術を用い正確な音場表現を実現する「運転席重視」、FIC

（Frontal Image Control）技術でスピーカー間の位相と時間軸をコントロール

し、運転席でも他の席でもより自然で快適な音場を実現する「全席重視」の2種類

の選択が可能。状況に応じてより最適な音場を手軽に呼び出せます。
※ネットワークモード時、車種専用オーディオチューニングデータは使用できません。

ピーク・ディップが発生している周波数に対し、通常のイコライザーでは
設定し得ない中心周波数とQ値を用いてより緻密な周波数特性の補正を
し、その車種に最適な特性カーブを実現。

好みに応じた
イコライザー設定が簡単。
「車種専用音響チューニング」の適用時は、詳細なオーディオ設定は一切不要。分かり

やすく、使いやすい厳選された5バンドのプリセットイコライザーで、好みの音色やその

時の気分、聴いている楽曲などにあ

わせて設定を簡単に変更できます。

精緻な表現までも
鮮やかに描き切る高画質。
約1,677万色にもおよぶ色階調表現を駆使して、高精細・高コントラストで微細な

ニュアンスまでも描き切る高性能プロセッサーを搭載。広視野角の専用大画面

10Ⅴ型ワイドXGA「Excel Lumina HDパネル」で、目を見張るほど鮮明な映

像を迫力の大画面に映し出します。

▲音響チューニング画面

▲「ND-MA1」カメラ部 ▲「ND-FLC1」

▲イコライザー（5バンド）設定画面

車種専用エキスパートチューニング
Parametric EQ*

パイオニア独自の技術で左右のスピーカー間の位相差のコントロールに
加え、タイムアライメント機能を使用し、全席での自然な音響特性を実現。 
※FICは全席重視のみ使用。

FIC（Frontal Image Control）*

Sound Tuning
車種専用モデルだからこそ実現する音創り。

Security
リスクに目を光らせ、カーライフに安心と安全を提供する
「ライブカーセキュリティ」。

▲マイセットアップ画面（AVIC-CE902SE）

装着した瞬間から、
あなたの愛車へ最適にセッティング。
クルマの全長、車幅、車高など、

車種ごとに最適化したデータ

をプリインストール。設定画面

からバックカメラタイプ、ス

ピーカータイプ、ステアリング

リモコンなどを選択するだけ

で、最適なセッティングが完

了します。

Setting Data
車種に合わせた最適なセッティングデータをプリインストール。

クルマから離れても、愛車を見守る。
駐車時に振動などを検知※1すると、「セキュリティ録画／撮影」により車室内外を自動で録画・撮影して自動合成※2。さらに、

衝撃などを検知すると静止画や位置情報を登録されたメールアドレスに送信する「セキュリティインフォ※3」により、状況を

すばやく把握できます。荷物の積み下ろし時などは、専用アプリをインストールしたスマホを検知し、一時的に「ライブカー

セキュリティ」を停止させる「オートセキュリティストップ機能※4」に対応。また、別売のMAユニット用スマートキーホルダー

「CD-SK1」を使って同様に「オートセキュリティストップ機能」を利用することができます。
※1 ライブカーセキュリティ機能の電圧センサーの検知は、前後のドアのロックが解除、もしくは、ドアオープンされたときに検知します。セレナは、運転席のドアロックが解除もしくはドアオープンされた時に検知します。
※2 フロアカメラユニット接続時の「セキュリティ録画／撮影」は、フロントカメラ/フロアカメラのみの録画・撮影はできません。※3 別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」が必要となります。 ※4 対応スマート
フォンおよび専用アプリについて、詳しくは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。「ライブカーセキュリティ」関連の機能および仕様については、P.17-18および取扱説明書をダウンロードの上ご確認ください。

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

MAユニット用スマートキーホルダー

オープン価格＊
CD-SK1

▲スマートコマンダーホルダー取付例
　（アルファード/ヴェルファイア：大型コンソール用）

※画像はイメージです。

別売のマルチドライブアシストユニット「ND-MA1」が必要です。
さらに、別売のフロアカメラユニット「ND-FLC1」があれば車室内との同時録画が可能となります。
※別売オプションは、P.17-18参照。

▲スマートコマンダーホルダー取付例
　（セレナ用）

Design
デザイン、操作性、大画面液晶パネルを車種ごとに専用設計。

車 種 専 用 モ デ ル 車 種 専 用 モ デ ル

2827



エンタテインメント能力もナビ能力も。サイバーナビが持つチカラを

さらに向上させるもの、それがシステムアップアイテム。

高音質スピーカーに変えれば、もっといい音に。リアモニターをつけて、後部座席に楽しみを。

ドライブレコーダーで、万が一に備える。他にもアンプ、リアモニター、ETCユニット、

バックカメラ、安全運転支援機能など、多彩なシステムアップアイテムが広がっています。

実は、ちょっとしたことで、

クルマは、もっと楽しく、もっと便利になる。

移動時間を刺激的なエンタテインメントにし、

車室内をストレスのない快適空間に変える多彩なアイテム。

それが魔法のスパイスです。

音楽

安心 映像

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

■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。

サイバー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。

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。

▲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。
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。

天井に装着して、

みんなで楽しめる。

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.37

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？

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！
帰り道だって
100％

楽しんじゃおう！

プライベートモニター フリップダウンモニター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。 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。

映像圧倒的な高画質がリアエンタテインメントを創り出す。
リアモニター

モニター コンパクトカーや軽カーでも、臨場感ある映像を間近で観る。

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

HIGH HIGH LOW

●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。
●周囲にあわせて画面の明るさを自動調整する「オートディマー機能」を搭載（TVM-W910のみ）。 ●HDMIで入力された音声も再生できる内蔵スピーカー（モノラル）を搭載（TVM-W910のみ)。

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

スタイリッシュ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と余裕を持たせ、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。

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。

TVM-FW1100-S

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

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
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Fseries
C ser ies

Vseries

豊かな音楽再生力を追求した、
極上のフラッグシップモデル。

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

先進のテクノロジーを結集した、セパレートタイプモデル。

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） 

17cm
2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） 

16cm
2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） 

10cm
2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） 

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

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

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

高音質インナーバッフル プロフェッショナルパッケージ（16、17cm対応）

「強く」×「重い」メタルインナーバッフルで、ドアの音響環境を総合的に改善。

UD-K611
希望小売価格10,000円（税別）

トヨタ/ダイハツ/AUDI/VOLVO車用 17cm

UD-K612
希望小売価格10,000円（税別）

日産/スズキ/マツダ車用 17cm

UD-K613
希望小売価格10,000円（税別）

ホンダ車/BMWミニ用 17cm

UD-K614
希望小売価格10,000円（税別）

ホンダ/三菱/日産車用 17cm

UD-K615
希望小売価格10,000円（税別）

スバル車用 17cm

UD-K616
希望小売価格10,000円（税別）

スズキ/VW/日産/マツダ車用 17cm

UD-K617
希望小売価格10,000円（税別）

マツダ/フォード車用 17cm

UD-K618
希望小売価格13,000円（税別）

トヨタ車用 17cm

UD-K619
希望小売価格9,000円（税別）

ダイハツ/トヨタ車用16cm

16cm

16cm

＊ドア2枚分1セット

16cm

16cm

16cm

16cm

16cm

16cm

インテリアと美しく調和し、
豊かな音と鮮やかな色を放つ。

内装と一体化する薄いフォルム
からクリアなサウンドを放つ。

優れた取付性でスペースを活かし、
豊かなサウンドで満たす。

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

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

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

豊かな低音を手軽に
追加できる薄型サブウーファー。

独自のテクノロジーを凝縮し、
迫力に満ちた重低音が響き渡る。

専用設計エンクロージャーで、
迫力の重低音を最大限に引き出す。

新開発DSPを搭載し、
2つのモードを味わえる。

車室内に広がる重低音を、
手軽にプラスできる。

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

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

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

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）

20cm×13cmパワードサブウーファー
TS-WX130DA 
オープン価格＊

手軽に音質を向上させる、
超小型パワーアンプ。

ハイレゾ音源の高音質再生を実現する、
小型でスタイリッシュなデジタルパワーアンプ。

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

サブウーファーを迫力の重低音で響かせる
ハイパワーのデジタルパワーアンプ。

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

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/1個）

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

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） 

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） 

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） 

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） 

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） 

Vseries

C ser i e s

Fser i e s

TS-C1730S

TS-V173S

TS-C1736S TS-C1730

Deep ModeDynamic Mode

TS-F1740TS-F1740S

フロントスピーカー 質感あふれる音でドライブがより心地よくなる。 リアスピーカー 広がる音場感で車室内が快適な空間になる。

パワーアンプ 小型でカンタン設置、出音が劇変する。

パワードサブウーファー 質の高い低音で音楽も映画も迫力が増す。 ユニットサブウーファー より深く、キレのある低音が響く。

インナーバッフル 簡単・確実に音を引き出す。

セパレートタイプ

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

コアキシャルタイプ

鮮やかで力強い音を実現したスタンダードモデル。

コアキシャルタイプ
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！

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、音楽を聴くためにクルマに
乗りたくなったり、想像以上の「いい音」を、
今度は誰かに聴かせたくなったりします。

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！

よりクオリティの高い音でドライブを彩る。
スピーカー

音楽

いつもの音楽が、
瑞々しく動き出す。

音のひとつひとつが、
クッキリと感じられる。

楽曲が、
勢いよく眼前に現れる。

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 
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「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系（AVIC-CE902SE/CE902STを除く）＊/CZ902XS」などと「ND-BC8Ⅱ」、「ND-BC8」を車両内配線を利用して接続
できる※4配線キットとバックカメラを純正取付位置に設置するための専用ブラケット同梱した取付キットです。

サイバーナビ連携タイプ

サイバーナビ連携タイプ

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

※通信を開通した月から最大3年間（ご利用開始日から当月末までの日数分＋35ヶ月間）無料です。データ通信専用通信モジュール

ND-DC2  希望小売価格25,000円（税別）

ETC2.0ユニット

ND-ETCS10
オープン価格＊

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

GPS付発話型スタンドアローンタイプ

ETCユニット

ND-ETC8
オープン価格＊

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

ETCユニット

ND-ETC20 
オープン価格＊

スタンドアローンタイプ

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

対応機種「AVIC-CL902系/CW902系/
 CZ902系/CE902系＊/CZ902XS」

対応機種 「AVIC-CL902系/CW902系/
 CZ902系/CE902系＊/CZ902XS」

バックカメラユニット※2※3

ND-BC8Ⅱ
希望小売価格13,000円（税別）

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

KK-Y201BC
KK-Y202BC
KK-Y204BC
KK-Y205BC※ 
KK-F201BC※     NEW
※車両側の一部切取加工が必要となります。上記適合車種については、2018年6月現在の情報です。

希望小売価格6,500円（税別）   トヨタ ヴォクシー/ノア（ハイブリッド含む）［H26/1～現在］、エスクァイア（ハイブリッド含む）［H26/10～現在］
希望小売価格6,500円（税別）   トヨタ アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む）［H27/1～現在］
希望小売価格7,000円（税別）   トヨタ エスティマ［H28/6～現在］
希望小売価格7,000円（税別）   トヨタ ハリアー(ハイブリッド含む)［H25/12～現在］
希望小売価格9,800円（税別）   スバル インプレッサスポーツ[H28/10～現在]、XV[H29/5～現在]

■バックカメラ接続用配線キット ※「ND-BC8Ⅱ」、「ND-BC8」専用です。 
「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系＊/CZ902XS」などと「ND-BC8Ⅱ」、
「ND-BC8」を車両内配線を利用して接続できる※4配線キットです。

KK-Y203BC    希望小売価格5,500円（税別）
トヨタ プリウスα［H23/5～現在］、ウィッシュ［H24/4～H29/11］
※「ND-BC8Ⅱ」、「ND-BC8」に同梱のブラケットを利用して任意の位置に固定し
ます。また、配線を車内に通すため、穴あけ加工等が必要な場合があります。
上記適合車種については、2018年6月現在の情報です。

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

▲ 昼間 ▲ 夜間 ▲ 駐車アシスト線表示例
サイバーナビ（AVIC-CL902系/
CW902系/CZ902系/CE902系＊
/CZ902XSなど）なら、駐車アシスト
線表示でしっかりサポート。

対応機種
「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系＊/CZ902XS」等

※接続には別売のカメラ端子変換コネクター
「RD-C200」（P.41参照）が必要です。

ETC2.0ユニット

ND-ETCS1
オープン価格＊

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

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

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

［通信料無料期間の終了を迎えるお客様へ］ 通信期間更新用UIMカードは、P.41「UIM-2」をご覧ください。

光ビーコンユニット

ND-IB1
オープン価格＊

道路脇に設置された光ビーコンからのVICS情報取得や、渋滞情報
を考慮したルート探索が可能です。※5

対応機種「AVIC-CL902/CW902/CZ902/CE902SE/CE902AL/CE902VE/CE902VO/CE902NO/CE902ES/CE902ST/CZ902XS」等

安心

ドライブレコーダーユニット 単独使用できる手軽なタイプと、サイバーナビ連動タイプをラインアップ。

「もしも」のときにも安心・便利。 安心
ドライブレコーダー

死角を逃さず、ドライバーへ伝える。
バックカメラ

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

ETC2.0ユニット ETCと新時代のETC2.0サービスに対応。

ETCユニット 料金所も、スムーズに通過。 ビーコンユニット 渋滞回避ルートを提案。

バックカメラユニット より自然な視野角と高画質に加え、取付性にも優れた汎用バックカメラ。

便利

リアルタイム情報をナビに反映。
通  信 便利

ドライブをより便利で快適に。
ETC2.0／ETC／ビーコン 便利

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、サイバーナビと
連携するかどうか、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！

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※1
オープン価格＊

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※1
オープン価格＊

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

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

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.36参照)」

で後方を記録

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

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.17-18参照)」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

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

フロントガラスへの映り込みを低減

ドライブレコーダーユニット

VREC-DZ500-C※1
オープン価格＊ NEW　

【同梱品】電源・AVケーブル（5m）

ドライブレコーダーユニット

VREC-DZ500※1
オープン価格＊ NEW　

【同梱品】シガーライター電源ケーブル（5m）

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

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

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。

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※1
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※1
オープン価格＊

すぐに使えるmicroSDカード付属 従来モデル ND-DVR40

よりスッキリ
取付け！

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

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

付属のmicroSDHC（32GB）で、
すぐに映像が記録できます。 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
32GB

microSD

同梱

スタンドアローンタイプ スタンドアローンタイプ

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）

オプション

ドライブレコーダーユニット

ND-DVR1※1
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。

「ドライブレコーダーリンク」機能に対応
サイバーナビと組合わせて、カーナビ本体から録画や再生などの
操作ができる「ドライブレコーダーリンク機能」に対応。ドライブ
レコーダーの各種設定もカーナビ画面で行えます。

カーナビ連動

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°

サイバーナビ連携タイプ

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

※カーナビ本体のバージョンアップが必要になる場合があります。
※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。
※カーナビ等に表示した場合には、多少粗く表示されます。

※本機はすべての状況において映像の記録を保証するものではありません。重大事故等で、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。※商品写真および取付例はすべて撮影用のイメージです。※各画面写真の色および仕様については実際と異なる場合があります。

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

■注意事項に関しては、裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。※1 同梱のmicroSDカードは動作確認用です。※2 後退時には、直接目視により周囲の安全を確認してください。※3 本機は広角レンズを使用しているため実際の距離間隔とは異なり
ます。またカメラ内部に雨滴等が付着、また夜間や暗い場所等、使用状況により画像が低下する場合があります。また本機は障害物確認のための補助手段として使用し、安全のため直接周辺の確認を行いながら運転してください。※4 別売のカメラ端子変換
コネクター「RD-C200」も必要となります。 ※5 従来の電波ビーコン（2.4GHz）については、新サービスとして2011年よりITSスポット（電波ビーコン（5.8GHz））サービスに順次移行。新サービスへの移行により、高速道路に設置されている電波ビーコンは原則とし
て更新されず、2022年3月31日をもって、ITSスポットからの情報提供に一本化が予定されています。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

＊AVIC-CL902系：AVIC-CL902-M/CL902、
AVIC-CW902系：AVIC-CW902-M/CW902、
AVIC-CZ902系：AVIC-CZ902-M/CZ902、
AVIC-CE902系：AVIC-CE902SE/CE902AL/
CE902VE/CE902VO/CE902NO/CE902ES/CE
902ST
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ETC2.0ユニット/ETCユニットにより、高速道路の料金所ごと
に支払いの手間がなくなります。さらに連携タイプなら画面上
で利用履歴が一覧でき、カードの利用明細が届くまで待た
ずに利用料金が確認できて便利です。

ドライブを、もっともっとスムーズに。
友人とドライブに
出かけたら

こんな風に使える！



その他の機種の接続情報については、弊社ホームページ(carrozzeria.jp)をご覧ください。

※1 同梱されているUSB接続ケーブル「CD-U120相当品」は使用しません。 ※2 ケーブルを車内に常設する場合、LightningコネクターのiPhone、iPodは別売のiPhone/iPod用USB変換ケーブル「CD-IU010：希望小売価格4, 000円（税別）」をお使いください。 
※3 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。※4 ポッドキャスト・オーディオブックの選択/再生時に動作が不安定になったり、一部機能が制限される場合があります。 

※5 楽曲やビデオ再生時、場合によっては正常に動作しないことがあります。 ※6 シャッフル再生が正常に動作しない場合があります。

2018年6月現在■ iPhone、iPod接続情報　　

オーディオ
再生※1

使用ケーブル

※iPhone、iPodの動作に関しては保証致しかねますのでご了承ください（iPhone、iPod再生時
の動作はiPhone、iPodソフトウェアに依存しており、生じる症状によっては弊社機器では対応
できない場合があります）。詳細については弊社ホームページ(carrozzeria.jp)をご覧ください。
※使用時にiPhone、iPodのデータ等が消失した場合でも、その補償については責任を負い
かねますのでご了承ください。※iPhone、iPod本体や付属のケーブル、Apple社製アダプタ
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。

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

iPod nano

1.0.3

◎

第7世代
iPod touch

9.3.5
第5世代

◎※4、6

11.0
第6世代

◎※4、5

iPhone X

11.1

◎※3、4、5

iPhone 8、
iPhone 8 Plus

11.0

◎※3、4、5

iPhone 7、
iPhone 7 Plus

11.0

◎※3、4、5

iPhone SE

11.0

◎※3、4、5

iPhone 6、
iPhone 6 Plus

11.0

◎※3、4、5

iPhone 6s、
iPhone 6s Plus

11.0

◎※3、4、5

10.3.1

◎※3、4、5、6

iPhone 5、
iPhone 5c

11.0

iPhone 5s

◎※3、4、5iPhone/iPod用USB変換ケーブル「CD-IU010」
(iPhone/iPod付属ケーブル※2)

型　　番

AVIC-CL902-M/CW902-M/CZ902-M/CL902/CW902/CZ902/
CE902SE/CE902AL/CE902VE/CE902VO/CE902NO/

CE902ES/CE902ST/CZ902XS

ソフトウェアバージョン

AVIC-CL902系 AVIC-CW902系/AVIC-CZ902系 AVIC-CE902系 AVIC-CZ902XS

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

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

「AUTO TA&EQ」
車種別「専用チューニング」:プリセット
「シンプルコントロール」:全ch共通
"13Bandグラフィックイコライザー"

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

「AUTO TA&EQ」:マスターコントロール/
シンプルコントロール/専用チューニングとは排他

「専用チューニング」:マスターコントロール/
シンプルコントロール/AUTO TA&EQとは排他

5Band
グラフィックイコライザー

ネットワーク
モード

スタンダード
モード

ネットワークモード/
スタンダードモード

共通

周波数
調整幅

周波数

調整幅
調整幅
調整幅

カットオフ周波数

カットオフスロープ

位相
マニュアル設定

周波数
調整幅

周波数

調整幅
調整幅
調整幅

カットオフ周波数

カットオフスロープ

位相
マニュアル設定

プリセットカーブ

周波数

調整幅

RCA/AUX部
HDMI部

オーディオ仕様
デコーディングフォーマット

デコーディングフォーマット

画面サイズ
画素数
共通部

本体(取付)寸法

本体ノーズ寸法

本体部

使用電圧:14.4V DC(10.8～15.1V使用可能)、アース方式:マイナスアース方式、使用温度範囲:-10～+60℃、最大消費電流:10A
最大出力:50W×4ch、負荷インピーダンス:4Ω(4～8Ω使用可能)、プリアウト最大出力レベル:2.2V、出力インピーダンス:1,000Ω

50/80/125/200/315/500/800/1.25k/2k/3.15k/5k/8k/12.5k[Hz]
-12dB～+12dB(2dB/step)
20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]
※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]
-9dB～+9dB(0.5dB/step)
-24dB～+10dB(0.5dB/step):FL/FR/RL/RR/SW

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

50/80/125/200/315/500/800/1.25k/2k/3.15k/5k/8k/12.5k[Hz]
-12dB～+12dB(2dB/step)
20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]
※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]
-9dB～+9dB(0.5dB/step)
-24dB～+10dB(0.5dB/step):FL/FR/RL/RR/SW
-6dB～+3dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー
[F/R(HPF)]:25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]
[SW(LPF)]:25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]
[F/R]:-6/-12/-18/-24dB/oct.
[SW]:-6/-12/-18/-24/-30/-36dB/oct.
[SW]:NORMAL/REVERSE
[マスターコントロール]:0cm～490cm(0.35cm/step)、[シンプルコントロール]:0cm～490cm(1.4cm/step)

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

 [F]:13Band PEQ.、[R]:8Band PEQ.、
 [SW]:3Band PEQ.、F/R/SW独立
 FIC(Front Image Control)
 [TA]:0cm～490cm(0.35cm/step)

Flat/S.Bass/Powerful/Natural/Vocal/Clear:効果を5段階で調整可(Flat除く)

80/250/800/2.5k/8k[Hz]:CUSTOMのみ

-12dB～+12dB(2dB/step):CUSTOMのみ
リニアPCM
[映像入出力レベル(リアモニターOUT)]:1.0Vpp±10％(signal: White 100%)、[外部音声最大入力レベル(AUX)]:2.0Vrms以下
[外部出力]:1系統、[外部入力]:1系統
[S/N比]:[DVD値]100dB(1kHz)(IHF-Aネットワーク)・[CD値]100dB(1kHz)(IHF-Aネットワーク)、[ダイナミックレンジ]:[DVD値]97dB(1kHz)・[CD値]94dB(1kHz)、[高調波歪率]:0.0009%(1kHz)
[MP3]:MPEG-1,2,2.5 AUDIO LAYER-3、[WMA]:Ver.7,8,9(2ch audio)、[AAC]:MPEG-4 AAC(Ver.10.01.22以前のiTunesでエンコードされたもののみ)、[AVI]:MPEG-4 Video＋MP3 、 MPEG-4 Video＋AC3
[USB規格]:USB2.0 High Speed、MTP(Media Transfer Protocol)、[最大供給電流]:1.5A(type-A)、[ファイルシステム]:FAT16/FAT32
[SPEED CLASS]:Class2/4/6/10、[フォーマット]:Ver.3.0、[ファイルシステム]:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)

[Bluetoothバージョン]:Bluetooth4.1+EDR、[出力]:最大+4dBm(Power class2)、[BLEバージョン]:Bluetooth Low Energy4.1、[出力]:最大+5dBm

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

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

AVIC-CL902系:2.5kg、AVIC-CW902系/CZ902系:2.3kg、AVIC-CE902SE:3.7kg、AVIC-CE902AL/VE:3.4kg、AVIC-CE902VO/NO/ES:3.5kg、AVIC-CE902ST:3.5kg、AVIC-CZ902XS:2.3kg

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

■ AV仕様一覧表

外部入出力

［DVD/CDプレーヤー部］

[USB/SDメモリーカート共通]

［モニター部］

[外形寸法]

[質量]

［共通部］

［USB部］
［SDメモリーカード部］

［Bluetooth部］

［Wi-Fi部］
[FM/AMチューナー部]

［地上デジタルTVチューナー部］
［GPSアンテナ］

[オーディオ共通部]

デコーダー

スピーカーセッティング
トゥイーターゲイン

クロスオーバー
ネットワーク
(High/MID/SW独立)

タイムアライメント

スピーカーセッティング
トゥイーターゲイン(F/R独立)

クロスオーバー
ネットワーク
(F/R/SW独立)

タイムアライメント

7V型ワイドVGA(Luminaパネル)
1,209,600画素[水平840×垂直480×3(RGB)]

CW902系:206(W)×104(H)×161(D)mm
CZ-902系:178(W)×100(H)×165(D)mm

CW902系:197(W)×97(H)×14(D)mm
CZ902系:171(W)×97(H)×21(D)mm

詳細ベースEQ

.
イコライザー

10V型ワイドXGA(Excel Lumina HDパネル)
2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]

－

－

8V型ワイドXGA(Lumina HDパネル)
2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]

200(W)×126(H)×165(D)mm

190(W)×121(H)×20(D)mm

－

7V型ワイドVGA(Luminaパネル)
1,209,600画素[水平840×垂直480×3(RGB)]

178(W)×100(H)×165(D)mm

171(W)×97(H)×21(D)mm

－

﹇
オ
ー
デ
ィ
オ
・
D
S
P
部
﹈

－

－
－

トヨタ
ダイハツ

サイバーナビ「AVIC-CL902-M/CL902」8V型カーナビゲーション取付キット（別売）

サイバーナビ「AVIC-CW902-M/CW902」用取付キット（別売）

スマートコマンダーホルダー（別売）

フリップダウンモニター用取付キット（別売）

三　菱

スズキ

日　産

ダイハツ

マツダ

スバル

VW

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

トヨタ

ホンダ

KLS-Y801D

KLS-Y802D

KLS-Y803D

KLS-Y804D
KLS-Y805D
KLS-Y806D

KLS-Y807D

KLS-Y808D
KLS-Y809D
KLS-Y810D
KLS-Y811D 
KLS-Y812D
KLS-Y813D
KLS-Y814D
KLS-Y815D
KLS-Y816D NEW
KLS-D802D
KLS-H801D
KLS-H802D

KLS-H803D

KLS-H804D

KLS-H805D

KLS-H806D

KLS-H807D

KLS-H808D NEW

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

KLS-N802D

プリウス［H23/12～H27/12］※1
プリウスPHV［H24/1～H29/2］
プリウスα［H23/5～H26/11］※2
ヴォクシー/ノア（ハイブリッド含む）［H26/1～現在］
エスクァイア（ハイブリッド含む）［H26/10～現在］
アクア［H23/12～H29/6］※2※3※11
アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む）［H27/1～現在］
プリウスα［H26/11～現在］※2

アクア［H26/12～H29/6］※2※6※11

シエンタ(ハイブリッド含む)［H27/7～現在］※2※7
プリウス［H27/12～現在］プリウスPHV[H29/2～現在]
エスティマ（ハイブリッド含む）［H28/6～現在］
アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む）［H20/5～H27/1］
タンク/ルーミー［H28/11～現在］※12※13
ハイエース[H25/12～現在]※2※14
C-HR[H28/12～現在]※15
ハリアー（ハイブリッド含む）［H29/6～現在］
ランドクルーザー プラド［H29/9～現在］※2
ピクシス メガ［H27/7～現在］
フィット（ハイブリッド含む）［H25/9～現在］※2
ヴェゼル（ハイブリッド含む）［H25/12～現在］
N-BOX（カスタム含む）［H23/12～H27/2］※2※4
N-BOX ＋（カスタム含む）［H24/7～H27/2］※2
N-WGN（カスタム含む）［H25/11～現在］
N-BOX（カスタム含む）［H27/2～H29/8］※2
N-BOX ＋（カスタム含む）［H27/2～H29/8］※2
N-BOX SLASH［H26/12～現在］※2※5
ステップワゴン（スパーダ含む）［H27/4～現在］

フリード[H28/9～現在]

N-BOX（カスタム含む）[H29/9～現在]

ワゴンR（スティングレー含む）［H24/9～H29/1］
スペーシア（カスタム含む）［H25/3～H29/12］※2
ランディ（S-HYBRID含む）［H22/12～H28/8］
セレナ（S-HYBRID含む）［H22/11～H28/8］

セレナ［H28/8～現在］※17

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円
20,000円
20,000円

20,000円

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

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

25,000円

23,000円

20,000円
20,000円
20,000円
20,000円

22,000円

シルバー

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

ピアノブラック/
シルバー 2トーン

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

KLS-M801D NEW

KLS-D801D

KLS-D802D

KLS-Y802D

KLS-D803D

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

KLS-F802D

KLS-F803D

KLS-D803D

KLS-Y812D
KLS-VW801D

デリカD:5[H20/5～現在]※2※16
タント（カスタム含む）［H25/10～H27/5］※8
タント（カスタム含む）［H27/5～現在］※8※9
ウェイク［H26/11～現在］
ハイゼット キャディー［H28/6～現在］
メビウス［H25/4～H26/11］※2

ムーヴ（カスタム含む）［H26/12～現在］

メビウス［H26/11～現在］※2
トール（カスタム含む）［H28/11～現在］※12※13
フレア（カスタムスタイル含む）［H24/10～H29/3］
フレアワゴン［H25/4～H30/2］※2
レガシィ B4/レガシィ アウトバック［H26/10～H29/10］
WRX STI［H29/6～現在］
WRX S4、レヴォーグ［H29/8～現在］
インプレッサ スポーツ/G4［H28/10～現在］
XV［H29/5～現在］

ステラ（カスタム含む）［H26/12～現在］

ジャスティ（カスタム含む）［H28/11～現在］※12
ゴルフⅥ、ザ・ビートル他※10

25,000円

20,000円

20,000円

20,000円

25,000円

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

12,000円

20,000円

25,000円

20,000円
22,000円

ブラック（メタリック調）

ブラック（メタリック調）

シルバー

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

-

ピアノブラック

ピアノブラック/
シルバー 2トーン
ブラック（メタリック調）
黒系

※1 H21/5～H23/12の車両はパネルの色が合わない（黒系）ため、適用外としておりますが、取付けは可能です。※2 ナビ本体を取付ける際
には、車両側の一部加工が必要となります。車両への取付けを行う場合には、販売店にご相談ください。※3 H26/12以降の車両は
「L」グレードのみ対応。「G”G’s”」はパネルの色が合わない（2トーン）ため適用外としておりますが取付けは可能です。※4 マイクロアンテナ
車用です。フロントルーフサイドアンテナ付車は取付けできません。※5 サウンドマッピングシステム付車は取付不可。※6 「L」グレード、「G”G’s”」
を除く。※7 車両クラスター（エアコン部含む）の面より、ナビ本体のモニター面が25mmほど突出した取付けとなります。下部は、モニター部と
その周囲の枠が表面に出ますが、車両のエアコン吹き出し口やハザードスイッチの形状・機能を保つデザインとしています。※8 オートエアコン
（プッシュ式）標準装備車にのみ対応。※9 別途、KLS-D801D用シフトゲートパネル「KJ-D801AP：3,500円（税別）」が必要となります。
※10 Start/Stopシステム(アイドリングストップシステム)付車の場合、作動時にACCラインの電源供給が不安定になり、本体が再起動する
ことがあります。※11 ドライバーの視点によっては、エアコンパネルの上部が見えにくくなる場合があります。同梱パネル下部にはエアコン操作
を妨げないための切欠きを設けております。※12 キットに同梱のパネルと車両クラスターの色調は異なります。※13 メーカーオプションの
CD・AM/FMラジオ付車は未調査。※14 スーパーGL 標準ボディ(オーディオ周りにシルバーの加飾がある場合)のみ適用可。標準ボディでも
シルバーの加飾がない場合やワイドボディの場合は適用外となります。※15 車両クラスターの面より、ナビ本体のモニター面が12mmほど
突出した取付けとなります。下部は、モニター部とその周囲の枠が表面に出ますが、車両のエアコン吹き出し口やハザードスイッチの形状・機能
を保つデザインとしています。※16 インパネアクセサリーボックスは使用できなくなります。※17 e-POWERにインテリジェントパーキングアシ
スト、インテリジェントアラウンドビューモニターが装着されている場合を除く。ハザードスイッチ左（助手席）側のインテリジェントパーキング
アシスト専用スイッチ、CAMERAスイッチが移設できないためです。＊取付車種のグレードや仕様、メーカーオプション、ディーラーオプション
の装備品等によっては取付けられない場合があります。
※上記適合車種については、2018年6月現在の情報です。

順次対応車種拡大予定。取付キットや対応車種について、最新情報は弊社ホームページ（carrozzeria.jp）へ。
■別途、ホンダ車用「8V型カーナビゲーション取付用サブキット」をご用意しております。純正パネルの9インチ窓口を8V型カーナビゲーション取付けに最適化する取付キット。※純正パネルが7インチ窓口付車の場合、ディーラーオプション部品等を別途購入する必要があります。
■「KLS-HC801D NEW 標準小売価格16,000円」[ホンダ車] パネル色：ピアノブラック※純正ブラケットへの穴あけ加工等が必要となります。※すべてのホンダ車への取付けを可能にするものではありません。取付適合車種は弊社ホームページ（carrozzeria.jp）内「カロッツェリア車種別
JUST FIT Web」の車種別情報ページをご覧ください。■「KLS-HC802D NEW 標準小売価格20,000円」[ステップワゴン：H24/4～H27/4] パネル色：ピアノブラック。

トヨタ
ダイハツ

ダイハツ
トヨタ
スバル

RD-Y101DK
RD-Y102DK
KK-Y201DK
KK-Y202DK
KK-Y203DK NEW

KJ-D201DK

メーカー 型 番 希望小売価格（税別）
5,000円
5,000円
15,000円
15,000円
15,000円

6,000円

ダイハツ
スバル

ダイハツ
トヨタ

KJ-D202DK

KJ-D203DK
KJ-D204DK
KJ-D205DK
KJ-D206DK
KJ-D207DK

メーカー 型 番 希望小売価格（税別）

6,000円

6,000円
6,000円
6,000円
6,000円
6,000円

日　産
三　菱

KJ-N101DK
KJ-N103DK
KJ-N102DK
KJ-N104DK
KJ-S101DK
KJ-S102DK

メーカー 型 番 希望小売価格（税別）
5,000円
6,000円
5,000円
6,000円
5,000円
6,000円

日　産

スバル

スズキ

KJ-F101DK
KJ-F102DK

メーカー 型 番 希望小売価格（税別）
5,000円
5,000円

取付適合車種は弊社ホームページ（carrozzeria.jp）内
「カロッツェリア車種別JUST FIT Web」の
車種別情報ページへ。

汎　用
ダイハツ
トヨタ
日　産

メーカー 型 番 希望小売価格（税別） 対 応 車 種

3,000円

3,000円

ホンダ

N-BOX（カスタム含む）［H23/12～H29/8］※1
N-BOX＋（カスタム含む）［H24/7～H29/8］※1
N-BOX SLASH［H26/12～現在］※1※2
フィット（ハイブリッド含む）［H25/9～現在］※３

AD-SC01

AD-SC04

メーカー 型 番 希望小売価格（税別） 対 応 車 種
セレナ（S-HYBRID含む）［H22/11～H28/8］
プリウスα［H23/5～現在］
メビウス［H25/4～現在］
フリースペース取付用

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

5,000円
3,000円
3,000円
2,500円

＊取付車種のグレードや仕様、ディーラーオプションの装備品等によっては取付けられない場合があります。＊色はいずれも黒系のみです。※1 アームレストコンソール付車を除く。 ※2 サウンドマッピングシステム付車は除く。※3 アームレスト付センターコンソールボックス標準装着車
用。ただし、運転席・助手席シートヒーター付車は除く。
※上記適合車種については、2018年6月現在の情報です。 スマートコマンダーホルダーについて、詳しくは弊社ホームページ（carrozzeria.jp）へ。

三　菱

トヨタ

スズキ

ホンダ

日　産

ダイハツ

スバル

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

KK-Y101FD

KK-Y102FD＊5＊7
KK-Y103FD

KK-Y104FD

KK-Y105FDL＊2

KK-Y105FDM＊2

KK-Y106FD＊11

KK-Y107FDL
KK-Y107FDM

KK-Y108FD

KK-Y109FDL
KK-Y109FDM
KK-Y110FD NEW
KK-N101FD
KK-N102FD＊8＊12
KK-M101FD

アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む）［H20/5～H27/1］
ノーマルルーフ車/ツインムーンルーフ車対応
エスティマ（ハイブリッド含む）［H20/12～現在］ 
ヴォクシー/ノア［H19/6～H26/1］ ツインムーンルーフ無車用
ヴォクシー/ノア（ハイブリッド含む）［H26/1～H28/1］ ツインムーンルーフ付車は除く
エスクァイア（ハイブリッド含む）［H26/10～H28/1］ ツインムーンルーフ付車は除く
ハイエース/レジアスエース［Ｈ16/8～現在］ 
「TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S」用
ハイエース/レジアスエース［Ｈ16/8～現在］ 「TVM-FW1020-B/-S」用
アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む）［H27/1～現在］
ノーマルルーフ車/ツインムーンルーフ車対応
シエンタ［Ｈ27/7～現在］ 「TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S」用
シエンタ［Ｈ27/7～現在］ 「TVM-FW1020-B/-S」用
ヴォクシー（ハイブリッド含む）/ノア（ハイブリッド含む）/
エスクァイア（ハイブリッド含む）［Ｈ28/1～Ｈ29/7］
タンク/ルーミー[H28/11～現在] 「TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S」用
タンク/ルーミー[H28/11～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)[H29/7～現在]
セレナ（S-HYBRID含む）［Ｈ22/11～H28/8］ パノラミックルーフ無車用
セレナ［Ｈ28/8～現在］
デリカD:5［H19/1～現在］ トリプルパノラマルーフ無車用

ステップワゴン（スパーダ含む）［H21/10～H27/４］スカイルーフ無車用
オデッセイ［H25/11～H29/11］
N-BOX（カスタム含む）［H23/12～H29/8］「TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S」用
N-BOX（カスタム含む）［H23/12～H29/8］「TVM-FW1020-B/-S」用
ステップワゴン（スパーダ含む）［H27/４～現在］
フリード（フリード＋含む）［H28/9～現在］ 「TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S」用
N-BOX(カスタム含む)［H29/9～現在］ 「TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S」用
N-BOX(カスタム含む)［H29/9～現在］ 「TVM-FW1020-B/-S」用
オデッセイ[H29/11～現在]
スペーシア（カスタム含む）［H25/3～H29/12］
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］
ソリオ［H27/8～現在］「TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S」用
ソリオ［H27/8～現在］「TVM-FW1020-B/-S」用
タント（カスタム含む）［H25/10～現在］ 「TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S」用
タント（カスタム含む）［H25/10～現在］ 「TVM-FW1020-B/-S」用
ウェイク［H26/11～現在］「TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S」用
ウェイク［H26/11～現在］「TVM-FW1020-B/-S」用
トール（カスタム含む）[H28/11～現在] 「TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S」用
トール（カスタム含む）[H28/11～現在] 「TVM-FW1020-B/-S」用
ジャスティ（カスタム含む）[H28/11～現在] 「TVM-FW1100-B/-S、TVM-FW1030-B/-S」用
ジャスティ（カスタム含む）[H28/11～現在] 「TVM-FW1020-B/-S」用

14,000円

12,000円
12,000円

14,000円

14,000円

14,000円

16,000円

16,000円
16,000円

14,000円

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

KK-H101FD
KK-H103FD＊1＊3
KK-H104FDL
KK-H104FDM
KK-H105FD＊1＊3＊4
KK-H106FDL＊9＊10
KK-H107FDL
KK-H107FDM
KK-H108FD＊3NEW
KK-S101FD
KK-S102FD
KK-S103FDL＊6
KK-S103FDM＊6
KK-D101FDL＊12
KK-D101FDM
KK-D102FDL＊12
KK-D102FDM
KK-Y109FDL
KK-Y109FDM
KK-Y109FDL
KK-Y109FDM

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

NEW
NEW

■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/-S、TVM-FW1030-B/-S用］「KK-W102FDL（希望小売価格7,000円（税別））」、または［TVM-FW1020-B/-S用］「KK-W102FDM（希望小売価格7,000円（税別））」を加工して隙間を埋めることも可能です。※加工取付用ブラケットおよびフリップダウン加工取付用トリ
ムカバーはすべての車種への取付けを可能にするものではありません。
＊1 ヘッドライニングを下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。※取付車種のグレードや仕様、ディーラーオプション
の装備品等によっては取付けられない場合があります。
※上記適合車種については、2018年6月現在の情報です。 順次対応車種拡大予定。取付キットや対応車種について、 最新情報は弊社ホームページ（carrozzeria.jp）へ。
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詳細市街地図 （シティマップ）  P.20
スカイビュー  P.20
夜間モード  P.20
文字拡大表示 　　　　　　　  　    
一方通行表示
ハイウェイモード  P.20
ツインビュー  P.20
AVサイドビュー  P.20
スマートロゴマーク                                                                                   P.20
地点登録
自車位置精度専用システム  P.20
「GPS・みちびき※5・グロナス・SBAS」対応  P.20
6軸3Dハイブリッドセンサー  P.20
自車位置測位方法  P.20
10Hz測位
名称検索
フリーワード検索  P.21
サジェスト入力  P.21
フリーワード音声検索  P.21
よく行くランキング 　　　　　
住所検索（件数）
電話番号検索（総件数）

周辺検索
営業時間考慮周辺検索
ジャンル検索　　　　　　　　 　
ガススタ価格情報
駐車場満空情報  P.21
充電スポット検索
テレビdeみ～た
スマートループ渋滞情報™
渋滞予測データ
VICS / FM多重放送受信
VICS WIDE
渋滞考慮ルート探索 （スマートループ）
渋滞予測ルート探索
渋滞考慮オートリルート（スマートループ）
ルートアドバイザー
スマートIC考慮ルート探索
リアル交差点イラスト表示
アローガイドモード
都市高速入口イラスト表示  P.22
高速道路分岐イラスト表示
SA/PAイラスト表示
ETCレーン表示
高速出口後 方面イラスト表示
方面看板情報表示
レーン情報表示
立体交差側道イラスト表示
細街路案内※3

オートパーキングメモリー
セーフティインフォメーション
リアルタイムプローブ™対応
蓄積型プローブ対応
スマートループ アイ

スマートアップデート（差分更新）  P.24

全データ更新  P.24
ARスカウタービュー  P.17
  P.17
  P.17
  P.17
  P.17

  P.17

  P.18

ライブカーセキュリティ  P.18

  P.18
  P.18
  P.17-18
ドライブレコーダー  P.18
  P.18

  

アクシデントインフォ  P.18
マイセットアップ
ETC対応  P.36
ITSスポット対応  P.36
光ビーコン対応  P.36

スーパールート探索  P.19
ETC割引考慮ルート探索  P.19

リアルタイムな交通情報と独自の蓄積データをもとにサーバー上で演算処理し、最適なルートを提案します。※1
そのルートを走行するときの料金をサーバーから取得し、より効率的なルートを提案します。※1
ビルや家屋の形までもわかる、50m～10mスケールの詳細地図を表示できます。（全国1,338都市）
高い視点から先にある交差点や道路の形状を把握できます。
夜になると現実の風景にあわせて地図表示のモードを変更します。
地図画面に表示される文字を大きく表示するかどうかを設定できます。
ノーマルビューなどの100m～10mスケールで地図上に矢印で表示します。
高速道路走行時の専用地図表示。SA/PA、ICなどの施設までの距離、料金などを表示します。
地図画面を左右に2分割し、異なるアングルやスケールを同時に表示できます。
AVソースをメインに表示してナビゲーションできます。
対象施設の駐車場が空いているか、営業しているかなどにより施設のロゴがリアルタイムに変化するので、状況がひと目でわかります。
任意の地点を登録。後で素早く呼び出したり、詳細情報の設定、編集が出来ます。（400件：自宅を除く）
自車位置精度の演算のみに使用する専用CHIPを中枢とする、自車位置精度専用システムを搭載。
米国の「GPS」、日本の準天頂衛星「みちびき」、ロシアの衛星測位システム「グロナス」、GPSの補正データ「SBAS」から位置情報を受信し、高精度な自車位置を測位します。
「上下」「左右」「回転」方向の加速度・角速度の合計6軸の高精度なセンサーにより車両の挙動を細かくセンシングし、自車位置を極めて正確にトレースします。
GPS電波が届かない場所での方位ズレや自車位置の誤差を抑え、極めて正確な位置精度を実現します。
自車位置を1秒間に10回測位し、精度のさらなる向上を実現します。
行きたい場所や施設を部分的なワードから推測して候補を表示。情報を絞り込んで素早く検索できます。
お店の名前がわからなくても、場所、ジャンルなどのワードを入力することで検索できます。※1
検索ワードを入力すると、訪問回数の多い上位15位を部分一致も含めて表示すると同時に、「変換候補」も表示します。
行きたい場所に関するキーワードを発声すると、外部サーバーで音声を認識・分析し、検索結果を画面に表示します。※4
よく検索する場所をランキング形式で表示し、探す手間を大幅に削減できます。
住所を頼りに「○丁目○番地○号」までピンポイントで検索できます。（約3,985万件）※2
電話番号を入力し、検索できます。（2,685万件）
収録電話番号内のお店や個人宅へピンポイント検索が可能です。（約1,930万件）※2
個人宅をピンポイントで検索できます。（1,770万件）※2
全国のタウンページデータを収録。店舗やスポットをピンポイントで検索できます。（約685万件）※2
自車位置や任意の場所の周辺施設を検索することができます。
施設によって、営業時間を考慮して周辺施設を検索することができます。
豊富なジャンルから施設を検索できます。また、エリアで絞込むこともできます。
通信を利用し、周辺のガソリンスタンドを価格情報などとともに検索できます。※1
通信を利用し、特定の駐車場の場所とともに満空情報も表示できます。※1
自車位置周辺の普通充電器や急速充電器の設置スポットを検索することができます。
そのとき旬な情報やテレビ番組で紹介された新着スポットを参考に目的地を探せます。
他ユーザーから提供された実際の走行データを活用。VICS情報を含む、全国約70万kmにおよぶ全道路を対象としたリアルタイムな渋滞情報。※1
過去の渋滞を基に独自の渋滞予測データを収録。
都道府県単位の広域エリアのVICS情報を受信し表示します。
FM多重放送を利用した「VICS WIDE」の情報を受信し表示できます。
スマートループ渋滞情報™を考慮。より早く着くルートを探索できます。※1
本体に収録された渋滞予測情報を基に、将来の渋滞を考慮して探索できます。
スマートループ渋滞情報™を活用し、突発的な渋滞などが発生した場合、新たなルートを再探索。新ルートとして提案します。※1
ルート案内中に渋滞情報やルート履歴を考慮して、新しい候補ルートを提供します。
ETC専用のインターチェンジ「スマートIC」を考慮してルート探索できます。
複雑に入り組んだ交差点は緻密でリアルなイラストでスムーズに誘導します。（108交差点［476ヶ所］）
交差点までの残りの距離と曲がる方向を矢印でわかりやすく誘導します。
ルート上の都市高速入口の手前でその場所を模したイラストを表示します。（全国438施設［691ヶ所］）
高速道路の分岐やジャンクションなどをイラストと方面看板で表示します。（分岐：3,615ヶ所、ジャンクション：740ヶ所）
ハイウェイモードにおいてSA/PA内の施設情報をイラストで表示します。（全国663ヶ所）
ETCユニットの有無に関わらず、地図上にETCレーンのイラストを表示します。（全国1,017施設、1,191ヶ所）
高速道路の出口料金所を通過後、進行方向をイラストで表示します。（全国284ヶ所）
ルートの有無に関わらず、一般道の方面を方面看板の形状で表示します。
案内ルートを走行中、推奨レーンを矢印で表示します。
一般道で立体交差の側道を立体的に描写したイラストを表示します。（全国6,228ヶ所）
細街路のルート案内中（ピンク色で道塗り表示しているルート）においても、次の案内地までの距離と曲がる方向を拡大図などの表示と効果音で案内します。
駐車場の入口まで誘導するだけでなく、出口が異なる駐車場では、収録済みの出口データを使用したルート探索ができます。（1,207,203件）
ヒヤリハット地点、一時停止地点、冠水注意地点、ゾーン30など、運転中に気になるポイントや区域を地図上に表示します。
通信を利用し、参加ユーザーから走行データなどリアルタイムな情報を収集。ドライブに役立つ情報に加工して配信し、還元するシステムです。
ナビ本体に蓄積された走行データなどの情報を参加ユーザーから収集。ドライブに役立つ情報に加工して配信し、還元するシステムです。
高速道路のジャンクション、主要な交差点、人気スポットの駐車場入口など、これから行く先の状況を画像で確認できます。※7

専用アプリ「スマートアップデート for カロッツェリア※8」を使用してバージョンアップデータをスマートフォン※8にダウンロード※9し、Wi-Fi経由でカーナビ
に転送することができます。

パソコンを使ってすべてのデータをダウンロードし、別売のSDメモリーカード※10を介してサイバーナビのバージョンアップを行えます。
実写映像に情報を重ねて直感的にナビゲートすることで、運転中の安全を支援します。
前方を走行している車両を捕捉し、「ターゲットスコープ」を表示。推定車間距離と車間時間に連動して色や形状がリアルタイムに変化します。
前方車両との推定車間距離を表示し、適正な車間距離を通知します。
前方車両との車間時間が縮まると、表示と効果音でドライバーに警告します。
停車時に自車が前方車両より先に発進してしまった場合、表示と効果音でドライバーへ警告します。

「ヒヤリハット地点」を右折する際に前方車両が発進した後、自車が動き出すタイミングに効果音で注意喚起し、安全確認を促すことで事故を未然に
抑制します。

停車時に前方車両の発進に気づかない場合、表示と効果音で前方確認への注意を促します。
高速道/一般道を走行中、無意識でのふらつき運転などを表示と効果音で注意を促します。
クルマが停車すると前方の赤信号を捕捉。青信号への変化を検知すると、画面上に「前方確認」メッセージが表示されます。※11
路上にペイントされた信号機のない横断歩道があることを示す道路標示を認識し、表示と効果音で注意を促します。

駐車中などクルマに人がいなくても、多彩なセンサやドライブレコーダー技術・ネットワーク技術により、マイカーに生じたリスクを記録しドライバーへ
知らせます。

駐車中に振動などを検知すると、車外を約20秒間自動で録画・撮影。そのときの状況を後から確認できます。
駐車中に振動などを検知すると、撮影した静止画をあらかじめ登録したメールアドレスに自動送信します。※12
専用アプリ※8をインストールしたスマホ※8や別売のMAユニット用スマートキーホルダー「CD-SK1」により、ライブカーセキュリティ機能を一時停止できます。
走行中の風景を高画質で記録。高度な画像認識を実現し、HD（1280×720p）解像度にまで対応しています。
クルマに加わった衝撃を検知すると、映像を自動で保存。合計30秒分※13の記録を後から確認できます。

前方の風景をHD画質でワンタッチ保存できます。さらに、専用アプリ「ドライブアシスト」※8がインストールされたスマートフォン※8を利用して、最新
10件の画像データをBluetoothで一括してワイヤレス転送できます。

走行中、衝撃などを検知しその後ドライバーの意思が確認できなかった場合、位置情報や撮影画像をあらかじめ登録されたメールアドレスへ自動送信※1します。
画面や音声に従い、簡単に初期設定が可能。自分好みにカスタマイズできます。
別売のETCユニット「ND-ETC8」を接続することで、有料道路での自動料金収受システムを利用できます。
別売のETC2.0ユニット「ND-ETCS1」を接続することで、ETCに加え、現在提供されている全国の高速道路のETC2.0サービスを利用できます。
別売の光ビーコンユニット「ND-IB1」を接続することで、道路脇に設置された光ビーコンからのVICS情報が取得できます。

訪問宅データ件数
うち ピンポイントの件数
タウンページデータ件数

ターゲットスコープ
推定車間距離表示
前方車両接近警告
誤発進警告

右折時つられ発進検知

前方車両発進検知表示                                                       P.18
レーンキープサポート
赤信号検知表示                                                                   P.17
横断歩道予告検知表示                                                       P.18

セキュリティ録画・撮影
セキュリティインフォ
オートセキュリティストップ機能

イベント録画
ドライブフォト撮影/
フォトシェアリング

そ
の
他

■サイバーナビソフト機能一覧表

項　目　名 掲 載
ページ 機 能 説 明 機　能 掲 載

ページ 機 能 説 明

■サイバーナビ /ＡＶ機能一覧表

大容量のフラッシュメモリー（32GB）に高度なプログラムや豊富なデータを収録しています。
AVサイドビューを選択すると、ナビ画面とAVソース画面の同時表示ができます。
画面に映し出された映像を見やすく表現するため、表示の明暗を調整します。
各種通信機能が利用できるデータ通信専用通信モジュールを同梱（通信料3年分付）。AVIC-CL902/CW902/CZ902/CE902SE/CE902AL/CE902VE/CE902VO/
CE902NO/CE902ES/CE902ST/CZ902XSは別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」が必要です。
スマートフォン※14のWi-Fi機能を利用し、ワイヤレスでの高速データ転送を可能にします。
対応のスマートフォン※14を介して通信接続し、多彩な機能を利用できます。
スマートコマンダー、リアスマートコマンダーアプリ、サウンドマスターコントローラーアプリ、MAユニット用スマートキーホルダーなどとの通信を行います。
本体キー/タッチパネル/付属のスマートコマンダーなどにより、ナビやAVソースなどの操作が行えます。
検索時のリスト表示画面などで、インデックスを上下にドラッグし、直感的に目当ての項目を探せます。
【詳細ベースEQ.】の各調整を液晶画面に触れることなく手元で調整が可能。音を聞きながら音質調整ができるため、効率よく入念な調整をすることができます。
クルマのギアをバックレンジに入れると、連動してバックカメラの映像を映し出します。※15
外部のAV機器の音声や映像を3.5φミニジャック（4極）にて本体に入力することができます。※16
RCA入力付きの別売リアモニターと接続し、後席でDVDビデオなどを楽しむことができます。（1系統）※17
プリアウト出力に別売外部アンプなどを接続し、システム発展が可能です。出力：「スタンダードモード：F/R/SW」or「ネットワークモード：High/Mid/SW」。
デジタルムービー/カメラやポータブルBDプレーヤーなどと接続できます。
フリップダウンモニター「TVM-FW1100-B/-S」や、プライベートモニター「TVM-PW1000T」などのリアモニターに高精細の映像を出力することができます。
iPhone、iPodなどUSBデバイスやデータ通信専用通信モジュールなどを接続することが可能な入力端子です。[USB：MTP接続対応]※18
別売のケーブルやアダプターと接続する専用端子で、車両の純正ステアリングリモコンからの本体操作が可能になります。AVIC-CE902系にはケーブルを同梱しています。
別売の「ND-IB1」を接続する専用端子です。
カロッツェリアxで採用したこだわりの低位相雑音「サウンドマスタークロック」を継続採用。電源構成を高性能化するとともに風による振動の排除もあり、時間軸の揺らぎである
ジッター成分を徹底的に排除した高精度のクロック信号を生成。さらに、D/Aコンバーター近傍へ配置し、圧倒的に歪みの少ない鮮度の高い明瞭な音楽再生を実現します。

各種ソースの音声を96kHz/24bit処理し、最終段では96kHz/32bitでデジタル信号処理しD/Aコンバーターへ出力する「フルタイム52bit高性能Tripleコア浮動
小数点DSP」を採用。ハイレゾ音源も楽曲のピュアな高音質を保ったまま、高度な音場・音質コントロール機能を実現しています。

「RS-P90x」をも上回るカロッツェリアカーナビ史上、最高性能を誇るS/N比-123dBという圧倒的な高性能を誇り、後段回路の複雑さゆえカーナビでは採用されてこなかった、バーブラウン
社製「高性能32bitアドバンスト・セグメント方式電流出力型D/Aコンバーター：PCM1795DB」をフロント、リアに独立搭載。圧倒的なダイナミックレンジと際立つ静粛性を獲得。

D/Aコンバーターからの電流出力信号の情報量を漏れなく伝送するための重要回路「I/V変換回路」には、新日本無線社が「MUSES」で培ったノウハウをもとに高い
技術で高音質化が図られたJFET入力オーディオ用オペアンプ「NJM8901E」を採用し、ダイナミックレンジが広く高品位なアナログ信号の伝送を実現しています。

アナログボリューム段での音質劣化を徹底的に排除するため、パイオニア専用高性能電子ボリュームを採用。従来のICで発生していたガイド音声やハンズフリー音声
などのミキシングによる音質劣化も徹底的に抑制。既存のカーナビを圧倒するダイナミックレンジと高S/N比を実現し、鮮度の高いアナログ信号の伝送を実現。
電解液の調合やスリーブカットの構造など、過去からのノウハウの蓄積があるからこそできる、長年ホームオーディオで培ってきたレシピをもとに開発された、こだわりのフルカスタム電解コンデンサー。
合計最大26,000μFという大容量のアルミ電解コンデンサーを投入することで、ナビ回路部の電源を安定させ、オーディオ部へのノイズを抑制しS/N感を向上しています。
内蔵パワーアンプ部は、音質に実績のある「POWER MOS FET 50w×4ch」を採用。
精緻に組み上げた「トロイダルコイル」により、電源部をさらに強化しダイナミックで厚みのある音を実現しています。
アナログオーディオ信号部、デジタル伝送の経路、そして電源部周辺には「高音質CHIPコンデンサー」を多数配置。S/N比を高め、よりクリアな音を再現します。
パワーアンプ部の中点電源に使用し、電解コンデンサーの低インピーダンス化を図ることで、ノイズの発生や混入を防ぎ躍動感ある音楽再生を実現しています。
回路が設計意図通りの動作をする様、定数のバラツキが少ない金属皮膜抵抗を多数使用し、鮮度の高い音を保っています。
一点アースのポイントのただ1ヶ所に限定して「銅メッキビス」を使用し、低インピーダンス化を図ることによって、すべての電源系統のリターン電流をコントロールしています。
CD音源や圧縮音源再生において可聴帯域内に発生してしまう量子化ノイズを効果的に除去する技術を新開発。さらに、CDマスター録音時に失われる可聴帯域以上の音楽信号を、より忠実に
復元させるパイオニア独自の倍音生成技術を組み合わせることで、CD音源や圧縮音源とは思えないハイレゾ音源相当の情報量に満ちた、自然で質感の高い音質での再生が可能となります。
「チャンネル間独立高精度31Bandグラフィックイコライザー（L/R/SW独立またはF/R/SW独立）」を搭載し、過酷な車室内環境を音楽視聴に相応しいフラットな環境に整えます。
シンプルなモードとして「13Bandグラフィックイコライザー（全ch共通）」を搭載。液晶画面を指でなぞるだけで設定可能な簡単インターフェースも装備しています。
カロッツェリアならではの、車室内の周波数特性を自動で調整する「AUTO TA&EQ」を搭載。※19
カロッツェリアが誇る「Expert Tuningチーム」が、13Band PEQ.※20やFICなどを駆使して徹底的に調整した「車種専用チューニング」をプリセット。
ネットワークモードでは「High/Mid/SW独立」、スタンダードモードでは「F/R/SW独立」で調整が可能。カットオフスロープは「0～-24dB/oct.（SWは0～-36dB/oct.）」、
イコライザーレベル調整は「0.5dBステップ」の高度な調整が可能です。
各スピーカーの音圧の差にバラつきがないよう音圧レベルを均一に調整し、リスニングポジションによる偏りを減少させます。
各チャンネルのタイムアライメントは最小「0.35cm」の微細精度で調整でき、スピーカーまでの距離を直接数値でインプットするだけで、面倒な計算・換算作業は不要です。
トゥイーター帯域の出力レベルをフロント・リア独立で調整可能。トゥイーターの帯域のみをフラットに補正することが可能になります。
詳細ベースEQ/タイムアライメント/スピーカー出力レベル/カットオフ/トゥイーターゲインの調整が可能な専用アプリ。音決めに重要な一連の操作が液晶画面に触れることなく手元で可能です。
曲調や気分によって簡単にモードを切換えられる「イコライザー」機能。プリセットは「Flat/S.Bass/Powerful/Natural/Vocal/Clear」の6種類から選択できます。効果
を５段階から選べます（Flat除く）。さらに、「CUSTOM」として好みのイコライザーカーブ（5Bandグラフィックイコライザー）を作って保存しておくことも可能です。

音の輪郭を強調することで小音量時でも大音量時と同じ音質を再現できます。DSP内部では、独自開発の高性能FIRフィルターを用いて、位相ずれのない高精度な輪郭補正を行います。
室内外の状況から視聴ボリュームを上げられず、高音質に音楽を楽しむことができない場合などに、ボリュームを上げなくてもメリハリの利いた高音質を実現する調整機能です。
AVソースを切換えたときに音量の違いが出ないように、FMの音量を基準にして各AVソースの音量の差を揃えることができます。
前後左右の音量バランスを調整することができます。スピーカーモードがネットワークモードの場合は、バランスのみ調整できます。
走行速度に応じて音量をリアルタイムで自動補正し、快適な聴き心地を保ちます。※車速信号入力線を接続している際に機能します。
各モード毎にラスト状態を2つ保持できる機能です。各調整機能で保持した数値をワンタッチでメモリー1/2間でコピーが可能です。
調整したオーディオ設定の内容をSDカードに書き出せます。また、SDカードに書き出したオーディオ設定の内容を本体に読み込めます。スピーカーモードが異なる場合は、読み込みできません。
地上デジタルTV放送（12セグ/ワンセグ）を視聴できます。
視聴中の放送局エリアから外れても、中継局や系列局を自動的に選局して切換え。同じ番組を見続けられるエリアを拡大します。※系列局では同一番組を放送しているとは限りません。
カーナビの自車位置と連動し、その地域の放送局を自動で受信します。
別のチャンネルで延長番組が放送されるときに自動的にチャンネルを切換え、同じ番組を見続けられます。
新聞のテレビ欄のような見やすい表示の番組表を、直接タッチして選局できます。（受信放送局表示の機種では番組表表示はありません。）
放送局名を漢字/かな/カナ/英数で表示します。
DVDビデオの再生に対応しています。
ビデオモード/VRモードの再生が可能です。また、DVD-R DL（2層式）での再生も可能です。
MP3/WMA/AACファイルの再生が可能です。
AVIファイルの再生が可能です。
DVDのメニュー表示に直接タッチするだけで操作が可能です。
CD-DAの再生に対応しています。
MP3/WMA/AACファイルの再生が可能です。
AVIファイルの再生が可能です。

MP3/WMA/AAC/ALAC/WAV/FLAC/DSDフォーマットの再生が可能です。ALAC/WAV/FLACのハイレゾ音源ネイティブ再生（96kHz/24bit）に対応。ALAC/WAVは
192kHz/32bit、FLACは192kHz/24bitまでの音源再生に対応しています。

MPEG4（MP4）/AVI/3GP/MKV/MOV/F4V/FLV/VOB/ASF/WMVフォーマットの再生が可能です。
JPEGファイルの表示が可能です。
ファイル/ファイル名表示：各フォーマットに記録されているタイトルなどの表示が可能です。※21
膨大な楽曲をネットワークを通して、多彩な音楽チャンネルから再生し、車で楽しめる車載用音楽ストリーミング機能です。※22
約750万曲もの楽曲を取りそろえ、多彩な切り口のチャンネルを常時提案します。
再生中の曲に対して属性を付与し、レコメンドチャンネルを自動生成。気分や好みに応じて乗換えられます。
新しく出会った音楽を自分のお気に入り曲として登録でき、いつでも自分が選んだ好みの楽曲を楽しめる機能。登録した楽曲は、スマートフォンから購入することが可能です。
ドライブ中の環境変化にあわせて提案されるチャンネルから選んで乗換えることが可能。「オートライブレコメンド」に設定すれば、提案されるチャンネルへ自動で乗換え続けられます。
接続したスマートフォンに保存されている楽曲を、ミュージッククルーズチャンネルとして再生が可能。また自宅や電車の中でも再生が可能。
なんとなく知っていたり良く知っているけど歌えない名曲を、ドライバーひとりの時やみんながいるときでもドライブ中に気持ちよく歌えるように、テンポよく歌詞を読み上げてくれるサポート機能です。
車室内の音響設定を「CLUB」「SING」「FES LIVE」「LIVE HOUSE」の4つから選択可能。「SING」に設定すると、ヴォーカル部分がカットされ、まるでカラオケのような音楽再生が可能です。
Bluetooth®のAVプロファイルに対応したスマートフォンなどの楽曲データの再生が可能です。
CDの音楽を聴きながら楽曲データを最大約8倍速で別売の SDメモリーカードに自動録音します。※23　標準ではSDカードの空きが32GBの場合、最大約4,400曲録音可能。
CDの楽曲データを高音質で自動録音します。※10　「高音質」ではSDカードの空きが32GBの場合、最大約3,500曲録音可能。
SDメモリーカードに録音した楽曲に、ナビ本体内のデータベースから付与したタイトルやアーティスト名などの情報を表示。ナビ本体内にデータがない場合は、通信を使っての取得も可能です。
受信した電波をデジタル変換し、隣接妨害やマルチパスの影響を大幅に低減。走行時でもクリアな聴き心地を保ちます。

別売のリアモニターで、前席と同じ映像ソースを再生することが可能。サイバーナビで再生しているAVソース※24やナビ画面※25、さらにはMAユニットで取り
込んだ走行映像※6を後席でも視聴できます。

前席と後席でそれぞれ違うAVソースを再生できます※26。

オート放送局サーチ
ナビマップリンクエリアプリセット
イベントリレー
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データ通信専用通信モジュール

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

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

DVDビデオ再生

DVD-R/RW再生  
 
DVDメニューダイレクトタッチ
音楽CD再生

CD-R/RW再生

ファイル再生

タイトル表示

特選チャンネル
レコメンドチャンネル
チェックチャンネル
ライブレコメンド/オートライブレコメンド
ライブラリーモード
SingNow
シーン切換え

AACフォーマット（標準：256kbps）
AACフォーマット（高音質：320Kbps）
CDDBタイトル表示（日本語対応)

フロントリンクモード

リアセパレートモード

ビデオ/VRモード
音楽ファイル
動画ファイル

音楽ファイル
動画ファイル

音楽ファイル

動画ファイル
静止画ファイル

ユーザー
インター
フェース

容量/記録メディア
2画面表示
コントラスト調整

通信機器対応

インターフェース
インデックスサーチ
スマートコマンダー
カメラ入力
音声/映像入力
映像出力
音声出力
HDMI入力端子（Type D）
HDMI出力端子（Type A）
USB入力端子
ステアリングリモコン接続端子
光ビーコン端子

サウンドマスタークロック

高性能DSP

高性能D/Aコンバーター

I/V変換回路用高性能オペアンプ

パイオニア専用高性能電子ボリューム

パイオニアフルカスタムオーディオ用アルミ電解コンデンサー
ナビゲーション部専用大容量アルミ電解コンデンサ－
Power MOS FET 50w×4ch内蔵アンプ
高音質トロイダルコイル
高音質CHIPコンデンサー
低インピーダンスアルミ電解コンデンサー
金属皮膜抵抗
銅メッキビス

マスターサウンドリバイブ（MSR）:【特許出願中】

マスターコントロール：ネットワーク/スタンダードモード
シンプルコントロール：ネットワーク/スタンダードモード
AUTO TA&EQ：ネットワークモードでは非対応
専用チューニング：ネットワークモードでは非対応

クロスオーバーネットワーク

スピーカー出力レベル調整
タイムアライメント
トゥイーターゲイン調整
サウンドマスターコントローラー

プリセットイコライザー

ソノリティーボリューム

ソースレベルアジャスター
フェーダー/バランス調整
車速連動オートサウンドレベライザー
チューニングデータメモリー機能
オーディオ設定バックアップ

地上デジタル
TVチューナー

DVD

CD

USB/SD/
microSD

ミュージッククルーズチャンネル（MCC）

BluetoothⓇオーディオ（AACコーデック対応）
ミュージック
サーバー
（MSV)
FM/AMチューナー

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

め接続しておく必要があります。 ※17 ナビの画像はリアモニターに表示できません。 ※18 iPhone/iPodを接続する場合は、付属の接続ケーブルを使用します。ケーブルを車内に常設する場合、LightningコネクターのiPhone、iPodは別売のiPhone/iPod
用USB変換ケーブル「CD-IU010：希望小売価格4,000円(税別)」をお使いください。 ※19 別売の音響特性測定用マイク「CD-MC1」が必要です。 ※20 F:13Band PEQ./R:8Band PEQ./SW:3Band PEQ.、F/R/SW独立。 ※21 記録するフォーマットによっては、英
数の表示となります。また、ディスク/トラック/アーティストはMP3ではID3タグ、WMA/AACではテキストデータが記録されている場合に表示されます。ただし、タイトル入力時の文字コードによっては正確に表示されないことがあります。 ※22 ミュージック
クルーズチャンネルは有償のサービスです。「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS系」には、ミュージッククルーズチャンネルを「最大3ヶ月間」無償でご利用いただける「使用権」付きバウチャーチケットが同梱されています。無償期間が
終了した場合は、月額300円(税別)が自動課金されます。 「レコチョク Best ライトプラン」は、株式会社レコチョクがコンテンツ調達・番組編成を行い提供する音楽ストリーミングサービスです。 ※23 ノンストップCDは非対応です。曲間で音が途切れます。 
※24 対応AVソース：「TV」「DVD」「SD(映像)」「USB1(映像)」「USB2(映像)」「HDMI」「AUX」。ただし「HDMI」ソースは「HDMI」出力からのみ映像出力され、「RCA」出力はできません。※25 HDMI出力端子にHDMIケーブルが接続されているときのみ使用できます。
※26 対応AVソース：「TV」「DVD」「SD(映像)」「USB1(映像)」「USB2(映像)」。また、ナビ本体画面で「AVサイドビュー」選択時は使用できません。 ※27 AVIC-CZ902XSは、一部仕様が異なります(「P.38」参照)。■その他の機能については弊社ホームページ(carrozzeria.jp)を
ご覧ください。
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■注意事項に関しては、裏表紙の「安全に関するご注意」等をご覧ください。※1 iPhone、iPod等の対応機種や接続に必要な別売ケーブルについては、iPhone、iPod接続情報（P.37～38）をご覧ください。※2 接続には別売のApple社製のアダプター等が必要となります。詳しくは、
弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご覧ください。※3 接続するシステムにより別売のケーブル「CD-UV020M」や「CD-V200ME」等が必要となります。※4  接続するポータブル機器等によっては配列が異なり、使用できない場合があります。※5  この商品は株式会社カナック企画製
です。これらの商品の仕様に関するお問い合わせは、販売店または株式会社カナック企画 TEL03-5660-1234（受付時間  平日9:00～12:00、13:00～17:00＜土･日･祝日･休日設定日を除く＞）までお問い合わせください。★印の商品は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

企画・製作：株式会社 三栄書房OPTION/SSR委員会
※1 最新データへのバージョンアップが必要です。※2  「AVIC-H9990/H9900/H9000」では使用できません。パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（サイバーナビ用）」にて、同様の内容の「オービスライブ」をご購入いただけますのでこちらをご利用ください。 
※3 ご購入いただくには、最新の全データ更新が必要となります。※4 オービスライブはダウンロード用です。オービスライブをご購入いただくには「ナビスタジオ（サイバーナビ用）」のアップデートマネージャーが必要です。＊ねずみ捕りポイントは表示
されません。＊バージョンアップした場合は、該当するOption「オービスSD/オービスROM/オービスライブ」をご利用ください。＊バージョンアップを行うと、お手持ちの機器にインストールされたオービスデータがクリアされます。バージョンアップ後に
オービス機能をお使いいただくためには、新しい地図データに対応したOption「オービスSD/オービスROM/オービスライブ」が別途必要となります。

掲載商品の詳細、またはその他オプション関係につきましては、弊社ホームページ（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。
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■オービス関連
サイバーナビに新たな機能をプラス

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

全国560ヶ所のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイント488ヶ所を収録。
オービスポイントをマークで知らせ、近づくにつれアラーム音でも告知します。
Option「オービスライブ」※3,4

CNAD-OP18ⅡDL 
希望小売価格2,000円（税別）

Option「オービスSD」※1

CNAD-OP19SD  NEW
希望小売価格4,800円（税別）

全国560ヶ所のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイント488ヶ所を収録。
オービスポイントをマークで知らせ、近づくにつれアラーム音でも告知します。
Option「オービスROM」※1,2

CNAD-OP18Ⅱ
希望小売価格 3,000円（税別）

Option「オービスROM」※1,2

CNAD-OP19  NEW 
希望小売価格3,000円（税別）

Option「オービスライブ」※3,4

CNAD-OP19DL  NEW 
希望小売価格2,000円（税別）

2016年、2017年、2018年モデル対応版

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

　「MapFanスマートメンバーズ」について詳しくは「P.24」をご覧ください。

全国557ヶ所のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイント
498ヶ所を収録。オービスポイントをマークで知らせ、近づく
につれアラーム音でも告知します。

全国557ヶ所のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイント
498ヶ所を収録。オービスポイントをマークで知らせ、近づく
につれアラーム音でも告知します。

全国557ヶ所のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイント
498ヶ所を収録。オービスポイントをマークで知らせ、近づく
につれアラーム音でも告知します。

※1 AVIC-H9990/H9900/H9000では「オービスROM」は使用できません。パソコンリンクソフト「ナビスタジオ（サイバーナビ用）」を使ってダウンロードで購入する同内容のオービスライブ「CNAD-OP18ⅡDL」が使用できます。※2 書換え作業はHDDをお預かり
してから7日間程度を予定しておりますが、一時的に書換え作業が集中した場合等は、7日を超える場合があります。（ダウンロード版を除く）※3バージョンアップ後は、学習ルート・登録道データ・オートリルート履歴・登録リルート地点・壁紙カスタマイズ
はクリアされます。また、任意に設定された項目は初期設定に戻ります。※4 バージョンアップ時には、お客様がご自身でHDDナビゲーションに登録された情報内容については、これを保持するよう細心の注意を払って書換え作業を行ないますが、配送中
の衝撃等により消去される可能性があるため情報内容の保証は致しかねます。あらかじめご了承ください。重要なデータは、あらかじめバックアップを取っていただきますようお願い致します。※5 「商品付属分バージョンアップ SD送付サービス
（有償）」の書込み作業は10日間程度を予定しておりますが、一時的に書込み作業が集中した場合等は、10日間を超える場合があります。※6 2018年4月1日施行分までの市区町村合併に対応（2017年10月時点でデータ取得可能なもの）。※7 「商品
付属分バージョンアップ SD送付サービス（有償）」には更新用SDメモリーカードが含まれています。※8 各種「ナビスタジオ」の対応OS、動作環境等につきましては弊社ホームページをご覧ください。※９「CNAD-OP19DL」は2018年5月から2018年10月
まで配信予定です。2018年11月以降配信予定のオービスライブはご利用になれません。

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

「AVIC-CL901系/CW901系/CZ901系/CE901系」は2021年10月末まで、「AVIC-CL900系/CW900系/CZ900系」は2020年4月末まで、「AVIC-CE900系」は、2020年10月末まで追加料金なしとなります。「商品付属分バージョンアップ SD送付サービス（有
償）」には、更新用SDメモリーカード、各種作業料、送料などの費用が発生するため、有償でのご提供となります。また、お申し込みには、ナビゲーション本体の機種情報（デバイスナンバー等）が必要となります。AVIC-CW700Ⅱ/CZ700ⅡのSD更新版（有
償）は、2018年冬頃の発売を予定しています。 ＊バージョンアップを行うとフロント/バックカメラ設定やカスタム設定を再度設定していただく必要があります。 ＊「CNVU-7600DL」のバージョンアップは、Mac OSには対応しておりません。Mac OSは
Apple Inc.の登録商標です。

※オービス関連情報は、オービスSDの購入以外に「MapFanスマートメンバーズ：年会費5,000円(税別)」に加入することで、「オービスライブ」(夏・冬の年2回)をご利用いただくことも可能です。「MapFanスマートメンバーズ」について詳しくは「P.24」をご覧ください。

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

＊バージョンアップを行うとフロント/バックカメラ設定やカスタム設定を再度設定していただく必要があります。＊「CNVU-6800DL」のバージョンアップは、Mac OSには対応しておりません。Mac OSはApple Inc.の登録商標です。

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

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

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

ナビ地図定期便コース ❶SD更新版
❷MapFanプレミアムパス

選べる2つのコース
代引き払いの場合、別途代引き手数料がかかります。

お電話で
お申し込み

（お問合せ時間：月～金 10：00～12：00／13：00～17：00
  土日祝祭日、弊社休業日を除く）

9,980円（税別）＋送料
❶SD更新版
❷MapFanプレミアムパス
❸オービスROM

ナビ地図＆オービス定期便コース
円（税別）＋送料12,980

ポイント1
希望小売価格の
約半額だから

おトク！

ポイント2
発売したら

自動的に届くから

ラク！

ポイント3
常に最新の地図
だからドライブも

安心！ナビ地図定期便
03-3261-7808

MapFanプレミアムパスやサービスの詳細、
お申し込みはサイトをご覧ください

■バージョンアップ一覧

サ
イ
バ
ー
ナ
ビ

商品型番/品名 実施時期 提供方法希望小売価格
（税別）

対応オービスSD/
オービスROM/オービスライブ対象機種

※2,3,42017年7月20,000円CNVU-51000AVIC-VH9990/ZH9990/H9990
AVIC-VH9900/ZH9900/H9900
AVIC-VH9000/ZH9000/H9000

CNAD-OP18/OP18DL※1HDDナビゲーションマップ TypeⅤ Vol.10・インストールパック

※3,8地図割 2017年7月16,000円CNVU-51000DL CNAD-OP18Ⅱ※1/OP18ⅡDLHDDナビゲーションマップ TypeⅤ Vol.10・ダウンロード版 D  L

NEW 2018年6月19,000円CNSD-6800AVIC-VH99HUD/ZH99HUD/VH99CS/ZH99CS/VH99/ZH99/ZH77/
 VH09CS/ZH09CS/VH09/ZH09/ZH07/ZH09-MEV

CNAD-OP19/OP19DLHDDナビゲーションマップ TypeⅥ Vol.8・SD更新版 定期便

地図割 NEW 2018年6月16,000円CNVU-6800DL CNAD-OP19/OP19DLHDDナビゲーションマップ TypeⅥ Vol.8・ダウンロード版 D  L

地図割 NEW 2018年6月16,000円CNVU-7600DL CNAD-OP19/OP19DLHDDナビゲーションマップTypeⅦ Vol.6・ダウンロード版 D  L

定期便 NEW 2018年6月19,000円CNSD-7600AVIC-ZH0999LS/VH0999S/ZH0999WS/ZH0999S/ZH0999L/VH0999/
 ZH0999W/ZH0999/ZH0777W/ZH0777/VH0099H/ZH0099WH/
 ZH0099H/VH0099S/ZH0099WS/ZH0099S/VH0099/ZH0099W/
 ZH0099/ZH0077W/ZH0077/VH0009HUD/ZH0009HUD/VH0009CS/
 ZH0009CS/VH0009/ZH0009/ZH0007

CNAD-OP19/OP19DLHDDナビゲーションマップTypeⅦ Vol.6・SD更新版

AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/
          CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/
 CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST

※5,6,75,000円CNMK-C1300
AVIC-CL900-M/CW900-M/CZ900-M/CL900/CW900/CZ900/CE900AL-M/
 CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-M/
 CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST

CNAD-OP19SD ※商品付属分バージョンアップ SD送付サービス（有償） 送  付NEW 2018年6月

送  付 お申し込みによる送付サービス：お客様による、申込書への記入が必要となります。

D  L お客様自身で行っていただくダウンロードサービス
定期便 「ナビ地図定期便」対象

地図割 「カロッツェリア地図割」対象　詳しくはMapFanのサイトをご覧ください。 http://www.mapfan.com/otoku/cc/

2017年12月19,000円CNSD-C2210 CNAD-OP18ⅡSD ※サイバーナビマップTypeⅡ Vol.2・SD更新版

NEW 2018年6月5,000円CNMK-C3200 CNAD-OP19SD ※商品付属分バージョンアップSD送付サービス（有償）

定期便AVIC-CW700/CZ700

送  付 ※5,6,7

※8

※8

※9

※9

http://mapfan.to/teiki_ca 

※商品の送付毎に上記金額がかかります。
※お電話でのお申込みの場合、お支払い方法は代引きのみとなります。クレジットカードで
お支払いご希望の方は、Webサイトよりお申し込みをお願いいたします。

RD-AN300

KK-Y301BA

RD-Y101BC

KK-Y201ST

KJ-Y101SC

■カーナビ画面フィルム
AD-FL1001
オープン価格＊
AVIC-CE902系用

AD-FL801
オープン価格＊
AVIC-CL902系用

AD-FL701
オープン価格＊
AVIC-CW902系用

AD-FL702
オープン価格＊
AVIC-CZ902系用

ケーブル・コネクター関係

■HDMIケーブル
CD-HM020 2m　希望小売価格2,000円（税別）
「TVM-PW1000T/PW1000/PW910T/PW910/PW900T/
PW900」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。

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

■GPSアンテナ（車室外専用）
AN-G050 5m　希望小売価格5,000円（税別）
電波シールドガラス車などにおいて、「AVIC-CL902系/
CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS」などに同梱され
ているGPSアンテナ（車室内専用）では十分な受信感度
が得られない場合に使用します。

■GPSアンテナ延長ケーブル
RD-G34 ★  3m　希望小売価格7,000円（税別）
「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS」
などに同梱しているGPSアンテナの延長ケーブルです。

GPS関係アンテナ関係
■地上デジタルTVアンテナ延長コード
RD-DTV130E 3m　希望小売価格2,500円（税別/2本1組）
「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS」
などに付属のデジタル放送用フィルムアンテナコード長
が足りない場合に使用。

■地上デジタルTVアンテナ（車室外取付用）
AN-GT30 6m　希望小売価格10,000円（税別/2本1組）
電波シールドガラス付車などに対応する車室外取付用
の地上デジタルTVチューナー用ロッドアンテナ。
「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS」
などに対応。

その他・取付け関係

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

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

■電源ケーブル
RD-N002　NEW 希望小売価格2,000円（税別）
「AVIC-CW902-M/CW902」などを各種取付キットと組合わ
せて取付けるための汎用電源ケーブル。(バック信号入力：
2m)

■電源ケーブル
RD-N001EX　希望小売価格18,000円（税別）
信号の伝達ロスや歪みを低減するOFCケーブルを採用
した高音質電源ケーブル。

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

■カメラ端子変換コネクター
RD-C200　希望小売価格2,000円（税別）
「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS」に
「ND-BC8Ⅱ」などRCA出力のバックカメラを接続するための変
換コネクターです。

■iPhone/iPod用USB変換ケーブル※1
CD-IU010 50cm　希望小売価格4,000円（税別）
サイバーナビAVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/
CZ902XSなどとLightningコネクターのiPhone、iPodを接続
し、iPodソースとして楽曲の再生などを可能にするための
接続ケーブル。

■USB接続ケーブル
CD-U510　希望小売価格1,500円（税別）
コネクターがUSB Type-Cのスマートフォン（Android）をMTP
接続する場合に使用するケーブルです。

■USB接続ケーブル※1
CD-U120 2m　希望小売価格3,000円（税別）
「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS」
などに通信モジュール、USBデバイスのいずれかを同時に
2つ接続する場合に必要なUSB接続ケーブルです。

■HDMI接続ケーブルセット
CD-HM021　希望小売価格4,500円（税別）
「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS」
などと一部のiPhoneを接続し、HDMIソースでの動画再生
などに対応するための接続ケーブルセットです。※2

■MHL接続ケーブルセット
CD-MUV330　希望小売価格8,000円（税別）
「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS」
などとMHL端子を装備したAndroidのスマートフォンを
接続するための接続ケーブルセットです。

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

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

■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。

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

■AV入力用変換ケーブル
CD-VRM200 2m　希望小売価格2,500円（税別）
「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS」などの
ビデオ入力端子（4極3.5φミニジャック）とポータブル機器など
の映像/音声出力（RCA）を接続するためのケーブルです。※3

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

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

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

■純正バックカメラコネクタ変換ケーブル

■純正バックカメラ接続アダプター※5　

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

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

純正のバックカメラを「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系/CZ902XS」とカンタンに接続するための変換ケーブルです。「RD-D101BC」は純正ステアリングリモコンも接続できます。
＊適合車種につきましては、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）をご確認ください。

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

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

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

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

リモコン関係

カーナビ関係その他

「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CZ902XS」などを純正ステアリングリモコンからコントロール可能にするケーブル
ならびにアダプター。ソースのオン/オフや切換え、ボリューム/トラックのアップ/ダウンなどの操作が可能です。
＊車種と商品により、操作可能な機能は変わります。「AVIC-CE902系」には、同等品が同梱されています。

ステアリングリモコンケーブルならびにアダプターについて、適合車種でも年式・グレード・仕様などにより使用できない
場合があります。ステアリングリモコンケーブルならびにアダプター対応のメインユニットの対応可否については別途ご
確認ください。適合車種ならびに対応ケーブル、アダプターの詳細につきましては、弊社ホームページ（carrozzeria.jp）
「取付/接続/適合情報一覧」ページにてご確認ください。

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

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

KK-Y201ST
KK-Y202ST

KK-S201ST
KK-H201ST

KK-T202ST
KK-F202ST

KK-M201ST
 希望小売価格各8,000円（税別）

KJ-Y101SC 希望小売価格2,000円（税別）
KJ-H101SC 希望小売価格1,500円（税別）
KJ-F101SC 希望小売価格1,500円（税別）

■ステアリングリモコンアダプター※5

■ステアリングリモコンケーブル
KJ-Y102SC 希望小売価格2,000円（税別）
KJ-H102SC 希望小売価格3,500円（税別）

■音響特性測定用マイク
CD-MC1
希望小売価格2,500円（税別）
「オートタイムアライメント&オートイコライザー」で、車室内の
音響特性を測定する際に使用します。MAユニットの音声録音
用マイクとしても使用可能です。

■MAユニット用スマートキーホルダー
CD-SK1
オープン価格＊

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■外部入出力ケーブル
RD-E100EX　希望小売価格22,000円（税別）
「AVIC-CL902系/CW902系/CZ902系/CE902系」などと外部
アンプなどを接続する、信号の伝達ロスや歪みを低減する
OFCケーブルを採用し金メッキ処理を施したケーブルです。

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


