
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。   商品使用上の注意  ●地図データの誤りや
誤ったルート案内等により生じた すべての損害に関しましては、当社として一切の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。カタログに掲載の内容について ●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、及びイルミネーションなど）は、印刷インキや撮影条件などにより、実際の色と異なって見える場合があります。●一部、開発中のものが含まれており最終仕様
と異なる場合があります。●仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。●商品の希望小売価格には取付費等は含まれません。

約200万画素 / 1920×1080P（フルHD画質）
水平130° / 垂直68° / 対角159°
F2.0
27.0fps （LED信号機が消灯状態で記録されないように調整）
STARVIS™技術搭載ソニー製CMOSセンサー採用

車内 / 後方カメラ

車内/後方カメラ

商標・著作権など  ●Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG,Inc. が所有権を有します。●「もっとカーライフ＋＋」「ドライブトピック」「My 
NP1」「Piomatix」「Piomatix」ロゴ、「ナイトサイト」はパイオニア株式会社の商標または登録商標です。 ●©2022 Amazon.com, Inc. 又はその関連会社。Amazon、
Alexa、Echo 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。●「Times / 三井のリパーク / 名鉄協商パーキング / Retty / 
Googleマップ 」に関して、パイオニア株式会社は使用承諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標
および登録商標です。

®

有効画素数/解像度
記録画角
レンズF値
フレームレート
ナイトサイト（高感度撮影）

本体サイズ
本体重量
電源電圧
対応記録媒体
記録方法
駐車監視機能
GPS部
モーションセンサー
偏光フィルター

LTE部

SIM部
Wi-Fi部
Bluetooth部

本体取付寸法：118mm（W）×75mm（H）×93mm（D）/ 本体のみ：118mm（W）×36mm（H）×93mm（D）
300g（付属品含まず）
12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属
microSDHC / microSDXCカード class10（8GB～512GB）
連続録画 / イベント録画※ / 手動イベント録画※ / 駐車監視録画※（※はSDカード保存に加えクラウドにも自動保存）　
オプション（駐車監視用電源ケーブルNP-BD001が必要）
方式：GPS / Assisted-GPS / GLONASS / GALILEO / みちびき
6軸モーションセンサー
前方カメラに対応（別売オプション品が必要）

nanoSIM［docomo in Car Connect対応］（※本商品でご契約いただいた SIM のご使用のみとなり、他商品はご使用いただけません。）
Hotspot：IEEE802.11 b/g/n （2.4GHz） / Station / P2P,最大同時接続台数5
Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.1

カメラ 前方カメラ

本体

通信部

■NP1サポート情報
お客様サポートサイト

https://jpn.pioneer/ja/support/np/np-001/

NPサポートセンター

※正確なご相談対応のために折り返しお電話させていただくことが
　ございますので発信者番号の通知にご協力をお願いいたします。
※受付時間は上記URLよりご確認ください。

■電話0120-599-120（無料）
https://jpn.pioneer/ja/support/np/contact/

製品仕様

商品を安全に使うため、使用前に必ず「重要事項説明書 兼 取付説明書」をよくお読みください安全に関するご注意!

約200万画素 / 1920×1080P（フルHD画質）
水平124° / 垂直65° / 対角151°
F2.0
16.0fps （LED信号機が消灯状態で記録されないように調整）
STARVIS™技術搭載ソニー製CMOSセンサー採用

対応バンド Band1, Band3, Band19
通信速度　受信最大150Mbps （ベストエフォート方式）  送信最大 50 Mbps （ベストエフォート方式）

記載内容は2022年10月現在のものです。
内容については事前の予告なく変更される場合があります。

2022年11月印刷（品番JC1430A）

PIONEER CORPORATION 2022© 詳しい商品情報については
こちらをご覧ください
https://shop.pioneer. jp

最大消費電流
同梱microSDカード

マイクシステム
スピーカーシステム

ビームフォーミング技術Voice DSP採用
ブースト内蔵D級アンプ採用小型スピーカー

2.8A
32GB

会 話 す る ドラ イビ ン グ パ ートナ ー

H1-H4



３つ先の信号を
右です

録画データを
クラウドへ保存します

桜の名所、
隅田通り公園の近くです

01-02

I N D E X

0 3 - 0 4

クルマの便利がこれひとつに

0 5 - 0 7

次世代通信型ドライブレコーダー

1 5 - 1 6

NP1 ハードウエア

1 4

Piomatix

1 7 - 1 8

スマホアプリ MyNP1

1 9 - 2 0

Owner’s Voice

2 1 - 2 2

ご利用プラン

0 8 - 1 0

スマート音声ナビ

1 1 - 1 2

もっとカーライフ＋＋

1 3

クルマWi-F i

世界初※、AI搭載通信型オールインワン車載器 NP1
「音声」と「通信」で運転を新しく
※ドライビングパーソナル音声AIを搭載したコネクテッドデバイスとしてESP総研調べ（2022年３～４月実施のカーエレクトロニクス製品に関する市場調査）

クルマや車内の機器は著しい進化を遂げ、ドライバーが接する情報量も飛躍的に増えています。その一方、増加した

機能の操作・確認に目や手を使うものが多く、ドライバーには負担やストレスが掛かっています。モビリティAI

プラットフォーム「Piomatix」を搭載したNP1は、ドライバーがおかれている状況を把握し、「その人に寄り添った

情報」を音声で提供します。まるで助手席のパートナーが案内してくれているような未来の移動体験を、あなたに。
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次世代通信型
ドライブレコーダー

クルマWi-F iスマート音声ナビ

前方+ 車内/後方 ２つのカメラで録画した映像
は、いざという時にクラウドにも保存されるので録
り逃しの心配はありません。また離れていても、衝撃
を検知するとあなたのスマホに通知。カメラ映像や
位置情報をスマホから確認できます。

クラウド保存で録り逃がしなし
愛車を見守る監視セキュリティ機能

P05詳細は へ P08詳細は へ P13詳細は へ

目的地の検索から案内、運転中のルート情報確認
まで、画面を見たりタッチすることなく、声で操作・案内
するナビ機能を搭載。曲がる場所などは、目印が見える
タイミングでお知らせ。まるで助手席のパートナーが
教えてくれているかのように、わかりやすく案内します。

声での操作・案内で運転に集中できる

NP1はWi-Fiスポット機能に対応。快適・あんしんの
LTEデータ通信が定額で使用できるため、長距離の
ドライブも退屈せずにみんなで音楽や動画、ゲームなど
を好きなだけお楽しみいただけます。車室内のオンライン
化で、もっと自由で楽しいドライブに出発しましょう。

※クルマWi-Fiは、有料オプションサービスです。

自宅のようなWi-Fi環境を車内でも

クラウド録画による録り逃がしのない次世代通信型ドライブレコーダー、

目的地の検索やルート情報確認を、声で操作・案内するスマート音声ナビ、

通信量を気にせずに、音楽や動画を好きなだけ楽しめるクルマW i - F i。

そして、購入後も様々な機能やサービスを「通信」でアップデート。

NP1が、かつてないほど快適で便利な、新しい運転体験をお届けします。

03-04

もっとカーライフ＋＋

P11詳細は へ

NP1には、ドライブをもっと便利に・楽しくする、
まったく新しい機能が充実。ご購入いただいたあと
も、「通信」で地図や機能、サービスをアップデート！
いつでも最新のカーライフをお届けします。

「進化する」という機能を標準搭載
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前方+  車内/後方 ２つのカメラで録画した映像は、いざという時に

クラウドにも保存されるので録り逃しの心配はありません。

また離れていても、衝撃を検知するとあなたのスマホに通知。

カメラ映像や位置情報をスマホから確認できます。

クラウド保存で録り逃がしなし
愛車を見守る
監視セキュリティ機能

次世代通信型
ドライブレコーダー

通常時の録画映像はSDカードに保存。そしてNP1が衝撃を検知した時、ドライバーの声や手動操作によって録画
された映像はクラウドにも自動保存されるので、「SDカードのトラブルで肝心な映像が録れていなかった！」という
心配は不要です。保存した映像は、スマホアプリ「My NP1」から、いつでも、どこでも確認できます。

ドライブ中、もしもの瞬間を逃さない。安心のクラウド機能

次世代通信型ドライブレコーダーのセキュリティ機能がさらに進化。あなたの愛車をドライブ中も、駐車中も見守
ります。駐車中に衝撃を検知するとスマホに通知してくれます。また、スマホからクルマの映像や位置情報をリアル
タイムに確認できるので、万が一の盗難や車上荒らしなどのトラブル時もすぐに対応することができます。

クルマを見守る監視セキュリティ機能

ドライブ中の景色、車内の様子を残しておきたい
時も、声だけで写真や動画の撮影ができます。
動画は、操作前の7秒間と操作後の8秒間の合わせて15秒間の
映像がクラウドとSDカードに保存されます。写真は、前方カメラ
のみの撮影となります。

旅先の景色、車内も声で撮影NP1、写真撮って
カシャ

こんな使い方も！

05-06

もしもの瞬間を逃さない、安心のクラウド保存

声・手動操作、もしくはクルマが衝突するなどの衝撃を検知し
た際、NP1は、前方カメラおよび車内/後方カメラそれぞれで、
衝撃の前７秒間、後８秒間、計15秒間のイベント録画を行い
ます。録画した映像は、SDカード・クラウドへ保存されます。

イベント録画、駐車中の衝撃検知（P07）などで録画
された映像がクラウドに保存されると、スマホへすぐに
通知。スマホアプリ「My NP１」で、いつでも、どこでも、か
んたんに確認できます。

クラウド保存で録り逃しなし 録画映像はスマホで確認

※アップロードは月合計30回まで可能です。
※付属microSDカードは32GB、クラウドは5GB。容量がいっぱいになった時は古いデータを上書きします。
※衝撃の大きさによっては、SDカードのみに保存される場合もあります。 

クラウド

microSD

※駐車監視用電源ケーブルNP-BD001(別売)が必要です。

前方カメラ

車内 / 後方カメラ

２つのフルHDカメラで前方・車内・側面・後方を撮影。ナンバープレートなどの細かな
部分まで鮮明に記録できるだけでなく、トンネルの出入り口など、明暗差が大きい環境で
も明瞭に撮影します。

１台で、前方・車内・側面・後方を撮影

前方+ 車内/後方
2カメラ一体型 明暗補正 クラウド

5GB
microSD
32GB付属

〈前方カメラ  日中〉 〈前方カメラ  夜間〉 〈車内/後方カメラ  日中〉

車内だけでなく、
側面も後方も撮影できます

STARVIS™および　　　　　     　は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
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目的地検索からルート案内まで、声で操作

目的地の検索から案内、運転中のルート情報確認まで、

画面を見たりタッチすることなく、声で操作・案内する

ナビ機能を搭載。曲がる場所などは、目印が見える

タイミングでお知らせ。まるで助手席のパートナーが

教えてくれているかのように、わかりやすく案内します。

声での操作・案内で
運転に集中できる 

後続車が急接近してきた場合や、あおり運転などの
異常接近を検知すると、NP１が音声で「後続車の急接
近を検知しました。録画しますか？」と警告を通知しま
す。万が一、トラブルに発展しそうな場合は、音声や手
動で録画をすれば、いざという時のトラブル回避になり
ます。

後続車異常接近通知

駐車中に衝撃通知がきたので、クルマのリアル
タイムの状況を確認したい。そんな時も、スマホア
プリ「My NP1」から、運転席のカメラ映像・車外
前方の映像・クルマの位置情報・速度情報を遠
隔でいつでも確認できます。定型の警告メッ
セージの発報で犯人を威嚇することもできます。

マイカーウォッチ ※駐車監視用電源ケーブルNP-BD001(別売)が必要です。

※1回5分、月合計60分まで。
※エンジン停止時のマイカーウォッチの映像は、SDカードや
クラウドに保存されません。スマホの録画・撮影機能をお使
いください。 

スマート音声ナビ

目的地の検索と設定

出発時の目的地検索は
NP1に話しかけるだけ

行き方の確認

NP1が目的地までの
行き方を確認してくれます

NP1、○○に行きたい

お願い！

直線距離で
約○kmの場所に、

○○が見つかりました。
ここへ行きますか？

目的地は、○○です。
おすすめルートで案内

します。

分かりやすい案内

助手席にいる
ナビゲーターのように
分かりやすい説明で案内

３つ先の信号を右です

突き当りを左です

左側の車線が
おすすめです

〇〇を通ります。
目的地まで〇km、
所要時間は〇分です。

道路を、左に出てください。

07-08

クルマを見守る監視セキュリティ機能

クルマのエンジンを停止すると、NP1はセキュリティモードに移行。駐車中にドアパンチ、当て逃げ、車上荒らし
などによる衝撃を検知すると、前方＋ 車内/後方カメラでそれぞれ10秒間の映像を録画します。録画映像はSD
カードとクラウドに保存し、スマホへ通知するので、スマホアプリ「My NP1」ですぐに映像を確認できます。

駐車中衝撃通知 ※駐車監視用電源ケーブルNP-BD001(別売)が必要です。

※駐車異常検知録画のクラウドへのアップロードは月合計60回まで可能です。
※衝撃の大きさによっては検知しない場合があります。 

車内/後方カメラは、赤外線LED搭載
で暗所もしっかり撮影

REC
スマホ
に通知

2022年12月末アップデート予定

リアルタイムに
状況を確認できます
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カロッツェリアのサイバーナビに搭載されている「スーパールート探索」と
同様に、通信を使ったリアルタイムな交通情報と、蓄積した膨大なプロー
ブデータを利用し、渋滞も料金も考慮した最適ルート探索を実現します。
また、ルートの引き方は、「広い道優先」「時間優先」「料金優先」「料金
節約」などからお好みに合わせてカスタマイズできます。

最適なルートを瞬時に検索、スーパールート探索

NP1の音声案内は、例えるなら助手席のパートナーが案内してくれているかのようなナビゲーション。道路を右左折する
際は、ドライバーから見えている信号や、踏切などを目印に案内し、曲がったあとの推奨レーンも適切なタイミングで発話
してくれます。万が一、聞き逃してしまっても大丈夫。「NP1、もう一回言って！」と話しかければ、何度でも答えてくれます。

助手席目線のわかりやすい案内を実現

右左折の案内 「300m先、左です」

案内なし

画面表示

一般的なカーナビ

「3つ先の信号を左です」

「右寄りの車線がオススメです」

方面看板や目印が見えるタイミングで案内

オススメ車線

案内のタイミング

運転中に確認したいことでも、話しかけるだけで調べられるから、わざわざクルマを停める必要はありません。グルメサービス
「Retty」と連携した検索では、人気のお店や話題のお店の絞り込みができます。また、目的地に駐車場が併設されていない
場合は、周辺の空いている提携駐車場を自動で提案。もし、運転中に駐車場が埋まってしまった場合は、自動で再検索します。

こんな使い方ができます

NP1はクラウドと繋がっているので、地図も常に最新のものに自動更新。更新時には、近隣の道路の開通情報を通知して
くれます。

いつでも最新の頼れるマップ

※地点情報は毎月、道路情報は3か月ごとに更新となります。

NP1、何時に着く？

NP1、この先渋滞はある？

NP1、この道であってる？

NP1、トイレに行きたい

NP1、美味しいレストランを探して

NP1、下道で行きたい

到着時間は●時●分です

およそ2km先、
200mの渋滞があります

一般道を通るルートで案内します

人気の高い順に、
３件あります ①…、②…、③…

直線距離で近い順に、
3件あります ①…、②…、③…

ルート通りです。
１キロ程度、道なりです

スマホアプリ「My NP1」の併用でもっと便利に

初めて行く場所や都市部の複雑な道に不安がある場合
は、アプリの画面で運転をサポート。音声案内との連携で
安心して目的地へ向かえます。

「My NP1」から目的地設定をすれば、自動でNP1に転送
されるので、あとはクルマに乗り込むだけ。そのまま案内が
開始されます。

「My NP1」がドライブをサポート 出発前に「My NP1」から目的地設定

GPS/GLONASS/GALILEO/みちびきによる衛星測位システムと6軸
モーションセンサーに加え、通信によるAssisted-GPS技術も活用。さらに
各種センサーによる学習処理を通じて、高度な自車位置精度を実現。
GPSが届かない場所でも自車位置を更新し、トンネル内でも自車位置が
ズレにくい独自のアルゴリズムを搭載しています。

高度な自車位置精度

My NP1アプリで
ルートが設定されました

（詳細P17）

※渋滞情報を考慮したルート探索をするには、スマホアプリ「My NP1」と本機の接続が
必要です。

09 10
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もっと
カーライフ＋＋

NP1には、ドライブをもっと便利に・楽しくする、

まったく新しい機能が充実。ご購入いただいたあとも、

「通信」で地図や機能、サービスをアップデート！

いつでも最新のカーライフをお届けします。

「進化する」
という機能を標準搭載

基本機能の改善や進化、地図更新はもちろん、これまで
なかった新サービスも続々登場予定です。

どんどん進化
最新の情報は
こちらから▶

Webサイト Note Twitter

時刻や場所に応じて、その時々に合った便利な情報をお届け
します。自車位置周辺の趣向に合わせた人気のスポット、観光や
レジャー情報、お気に入りの飲食店のキャンペーン情報など。
ドライバーの好みに寄り添った情報をお届けします。

ドライブトピック

いつものドライブに驚きや発見を 

道路に出る時は歩行者に
気を付けて下さい

桜の名所、隅田通り
公園の近くです

日没の時刻、
18時43分になりました

コエ替え

発売時の音声２種に加え、高音質で自然なイントネーションの男女の
コエ※４種がラインナップに加わりました。お気に入りのコエを選んで、
今までにないドライブ体験をお楽しみください。

お好みのコエで、ドライブをもっと楽しく

powered by

※コエステ株式会社が提供する最新の音声合成技術「コエステ―ション」を採用しています。

2022年9月アップデート

NP1のカメラ画像や位置情報を、相手のスマホや
タブレットに共有しながら会話できます。道案内や
トラブル対応を遠隔でサポートするなど、助手席にいる
ような感覚でコミュニケーションをとることができます。

ドライブコール

新体験ドライブコミュニケーション

※ドライブコールは月合計120分までご利用いただけます。
あってるよ。
その信号を右ね。

この道で
あってるのかな？

音楽の再生やニュースの読み上げ、自宅の「Amazon Alexa」に
対応したスマートホーム家電の操作など、様々な事が音声で
操作できるようになりました。

※Alexaの音声・音楽はスマホ本体または、スマホと接続した車載オーディオのスピー
カーから出力されます。

Amazon Alexa

Alexaをクルマでも

2022年5月アップデート

2022年9月
コエ替え
機能追加

2022年5月
Alexa
対応 継続的に

アップデート
機能
改善

地図
更新

機能
改善

2022年12月
マイカーウォッチ

機能追加
（P07）

11 12
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13-14

未来の移動体験を創る
モビリティAIプラットフォーム

クルマW i - F i

NP1はWi-Fiスポット機能に対応。

快適・あんしんのLTEデータ通信が定額で使用できるため、

長距離のドライブも退屈せずにみんなで音楽や動画、

ゲームなどを好きなだけお楽しみいただけます。

車室内のオンライン化で、もっと自由で楽しいドライブに出発しましょう。

自宅のような
W i - F i環境を車内でも

クルマの中の情報量が飛躍的に増えて操作が複雑化し、ドライバーには大きなストレスが掛かっています。
エッジデバイスなどによって様々な周辺状況を把握し、その状況から「今その人にちょうどぴったり合ったサービ
ス」をストレスなく「音声を中心」に提供する。そんな世界を実現するために「P ioma t i x」は生まれました。

あなたの運転状況を見て「今、話しかけていいか」を察してくれる。あなたの行動や嗜好を学び、それに
寄り添った提案をしてくれる。P i oma t i xは、一人ひとりに合わせた様々な体験の提供を目指しています。 
NP1を通じて、あなたと共に未来のカーライフを。

快適・あんしんのLTEデータ通信が定額で使い放題

LT Eデータ
通信量制限なし

全国エリア※2で
安心広域カバー

同時接続台数
最大5台

LTEの
データ通信※3

※Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。 「docomo in Car Connect」、「dアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
※クルマWi-Fiの利用には、有料の「docomo in Car Connect」のお申込みが必要となります。　※お申込みにはdアカウントが必要です。
※1 オンラインゲームなどお楽しみいただくコンテンツによっては通信の仕様上再生できない場合もあります。
※2 NTTドコモのLTEサービスエリアによります。 ※3 ベストエフォート方式による提供となり、通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
※4 エンジン始動後に、停車したまま30分が経過した後は、再度エンジンを始動してもWi-Fi機能はONになりません。走行を開始すると、Wi-Fi機能がONになります。 

車室内でのWi-Fi
利用について
NP1は車載用のため、クルマでの
走行中と一部の停車中のみWi-Fi
スポット機能の利用が可能です。
詳しくは右図をご確認ください。

エンジン始動

※4

走行中 走行中停車60分経過後停車中60分まで

＊「自家用乗用車（普通・小型四輪車、軽四輪車）専用」となります。

ONON ON ONOFF

停車中30分まで

センシングと情報整合
ドライバーの状態や直面する状況を把握し、予測も含めてその状況にあわせた情報を提供します。

パーソナライズ
ドライバーのよく行く場所や滞在時間などの行動パターンを学習する事で、一人ひとりにあわせて成長していきます。

音声インターフェイス
ユーザーごとに様々な情報やサービスを、安全なタイミングで、音声で提供します。

音声出力情報収集 状況分析

自宅やカフェでは当たり前の通信環境をクルマの中でも実現する「docomo in Car Connect」に申し込みいただ
くと、LTEデータ通信が定額使い放題に！通信量を気にすることなく、スマホやタブレットで動画コンテンツを見た
り、携帯ゲーム機でオンラインゲーム※1で対戦など、ロングドライブで退屈していた子どもたちも大満足です。ライフ
スタイルに合わせて選べる料金プランをご用意しています。（詳細はP22）

（有料オプションサービス）
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前方＋ 車内/後方カメラ
2カメラ一体型

車外側 車内側

15-16

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

Cerence® and the Cerence® logo are registered trademarks or trademarks of Cerence® Inc. or its affiliates in the United States and/or 
other countries. All other trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

明暗補正

一体型の前後2カメラで、前方のみならず車内/後方も同時に撮影。STARVIS™技術
搭載のソニー製CMOSセンサーを採用し、高感度撮影に対応しています。車内/後方
カメラには赤外線LEDも搭載しているので、暗い車内でもしっかりと記録できます。

前方＋ 車内/後方カメラ

音量調整や手動でのイベント録画ボタンと、録画や
通信の状況、データアップデートの状態や起動中の
状態などをお知らせするシステムインジケーターが
あります。

操作ボタン

スマートフォンなどに使用されているクアルコム社製の
パワフルなCPUを搭載しています。これによって、各種
センサーによる様々なセンシングと、クラウドとの連携を
リアルタイムに行い、数々のアプリケーションを同時に実行
することができます。

CPU

暗い車内でもしっかりと録ることができます。

赤外線LED

NP1に話しかけると白色に点灯し、会話できる状態であ
ることをお知らせします。それ以外に、呼び出す機能や状
態に応じて緑・青・赤などでお知らせします。

ライトバー

GPSや、6軸モーションセンサーを搭載し、自車位置・
速度・挙動をもとに状況を把握。SIMカードを内蔵し、
NP1とクラウドをLTE回線で常時接続します。

センサー・通信

ビームフォーミング技術を使用した2つのマイクで話し手の声をしっかり聞き取ります。また、高速道路の走行中などロード
ノイズが大きい状態でもNP1の音声が聞き取りやすいようD級アンプ採用小型スピーカーを内蔵。さらに、音声認識技術で
高い評価を得るCerence®社の自然対話型音声認識エンジンを採用しています。

マイク&スピーカー

車内/後方カメラ

前方カメラ

赤外線LED

マイク＆スピーカー車内/後方カメラ

ライトバー

ハードウエア

前方カメラ

操作ボタン CPU・センサー・通信（内蔵）

車載器には、車内の過酷な環境に耐えうる品質と安全性が求められます。

NP1のコンパクトなボディには、パイオニアが、長きにわたり培った技術力と、

最新のテクノロジーが凝縮されています。
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NP1のご利用にはスマホアプリ「My NP1」が必要です。
運転中のナビゲーション、録画映像の確認、各種設定まで
あなたの快適なドライブをサポートします。

17-18

スマホアプリ「My NP1」は、あなたのカーライフをあらゆる場面でサポートします。目的地の設定ができた
り、ルート案内をスマホ画面で視覚的に確認できます。またクラウドに保存されたドライブレコーダーの映像
の視聴や、駐車中に衝撃検知の通知があれば、リアルタイムで状況を確認できます。さらにアップデートなど
の最新情報や便利な使い方のお知らせ、各種機能の設定・調整やカスタマイズまで様々なことが行えます。

快適なドライブをサポートするスマホアプリ「My NP1」

［推奨環境］ iOS：13.0以上、Android OS：9.0以上
※一部のスマートフォンでは使用できないことがあります。

▶アプリのダウンロードはこちらから

衝撃検知の感度調整やドライブコール、現在地
トピック、コエ替えなどの各種サービスの
ON/OFFなど、お好みの設定ができます。
また、設定をするには「My NP1」とNP1本体
との接続が必要なものがあります。

開梱してから使い始めるまでに必要な取付け
や車載器と「My NP1」との接続などの初期
セットアップを、「My NP1」の画面上で丁寧
にサポート。その他、新機能の追加やご利用
方法などについてもお知らせします。

※画面仕様は変更になる可能性があります。

で手に入れよう

スマホアプリ
My NP1

画面がないと不安な場合は、スマート音声ナビ
の補助として利用できます。お出かけ前に
「My NP1」で目的地を設定しておけば、あと
はクルマに乗るだけで自動的にナビゲーション
が開始。ルートは複数プランから選べます。

スマート音声ナビの補助

イベント録画や駐車中に衝撃を検知すると、
すぐに「My  N P 1」に通知が来ます。記録
した動 画や写 真はクラウドに保存され、
スマホでも簡単に再生、保存が可能です。

クラウド保存映像の確認・再生

各種設定 セットアップ / お知らせ
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19-20

NP1がきっかけで会話がはずんだり、
ドライブがもっと楽しくなりました。

50代 男性　週末ドライバー

自動アップデートで、より便利
に今までできなかったこともで
きるようになるので、いつも成長
を楽しみにしています。

３0代 男性　ミニバンドライバー

音声でタイミングよく右左折や
車線変更を案内してくれるの
で、画面を見なくても安心です。

40代 男性　スポーツカードライバー

5月のアップデートでAlexaに
も対応されて、音楽やニュース
も聴けるようになったし、自宅
以上にAlexaを活用しています。

ーNP1への期待
アップデートで日々成長するNP1には大きな可能性
を感じています。起動した時に「ドライバーからの
フィードバック内容をアップデートしました」のアナ
ウンスを聞くたびに「また賢くなった！」と、ゲームで
レベルアップしたかのようなワクワク感があります。
新機能が追加されたり、使いやすさが改善されるの
も本当に魅力的ですし、乗るたびに進化を感じられ
るのが良いですね。

ーNP1を購入したきっかけは？
以前、非常に貴重な限定車に乗っていたことがある
のですが、外出先の駐車場で当て逃げされました。
あの時のショックは今でも忘れられないですね。その
苦い経験から、最新で、そしてリアルタイムにクルマ
の状況がわかるドライブレコーダーを求めるように
なりました。バックミラータイプ、純正、ディーラーオ
プションなど広く検討していた時、NP1のテレビCM
を目にしました。車から離れた場所にいても、車への
衝撃を検知し、すぐにスマホに通知してくれる。まさ
に自分が探していたのはこれだな、と思いましたね。

ーNP1とのドライブはいかがですか？
音声ナビの案内は、とても分かりやすいですね。初め
て行く場所でも車線変更する時や曲がる時には、て
いねいかつ的確なタイミングで案内してくれるので、
ナビ画面を見なくても安心して運転ができています。
目的地の急な変更や経由地の追加も声だけで設定で
きるので、車を停めることなく運転に集中できるので
安全でいいですね。あとは今日の天気だったりちょっ
としたトリビアを話してくれるのもおもしろいですね。
私の車に乗った方が「すごいね！」と驚いてくれるの
で、ついつい自慢してしまいます。NP１がきっかけで会
話がはずんだり、ドライブがもっと楽しくなりました。

ードライブレコーダー機能について
幸いなことに、ドライブレコーダーが活躍するような
危険なシチュエーションには遭遇していませんが、
強めのブレーキを衝撃として検知してくれたり、後続車
が急接近してきた時も動画を撮影してくれる。もちろ
ん、クラウドにしっかり保存されていました。「もしも
の時でも安心だな」と実感しています。

井上 敬仁 さま
55歳／神奈川県在住／輸入車ドライバー

40代 女性　ミニバンドライバー

Wi-Fiルーターもついているの
で、通信量を気にせずに動画を
楽しむことができ、子供たちも
退屈せずにロングドライブがで
きます。

40代 男性　輸入車ドライバー

今ついている純正カーナビに不満で、
付け替えのできないタイプでしたが、
NP１は後付けができるし、カーナビ、
ドライブレコーダーや駐車監視なども
できてこのお値段はお得。

皆様からの
コメントをご紹介
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19-20

ご利用プラン

まずは始めたい方へ

N P - 0 0 1
1年プラン

65,780 円（税込）

本体料金 通信
＋

サービス利用料

1年分付

2年目以降 15,840 円/年（税込）
月額換算1,320円

長期的に使用する方へ

N P - 0 0 1 - C 3
お得な 3年プラン

93,500 円（税込）

本体料金

3年分付

4年目以降 15,840 円/年（税込）

※1 通信＋サービス利用料の途中解約はできません。ご購入プランの利用期間満了後は、通信＋サービス利用の更新料が発生します。各プラン、　　
　　更新期限を迎えるお客様には登録メールアドレス宛に更新のご案内をいたします。案内に従って、Webサイトから手続きをお願いします。
　　お支払方法はクレジットカードか銀行振込となります。詳しくはWebサイトをご確認ください。
※2 お支払いは年単位となります。月賦払いを意味するものではございません。

オプションサービスの「クルマWi-Fi」を契約しなくても
これらのNP1各種機能やサービスをご利用いただけます。プラン料金に含まれるサービス例

クラウド保存
もしもの時も

クラウド保存で録り逃しなし！

愛車を見守る
監視セキュリティ機能
駐車中、衝撃を検知するとスマホに通知。

映像をリアルタイムで確認！

ドライブコール通話
道案内や運転の見守り機能
実際のドライブ映像を
見せながら通話できる

新機能追加既存機能アップデート
お客様の声を反映して
随時アップデート！

地図データ更新
いつでも最新の地図に自動更新※

※地点情報は毎月、道路情報は3か月ごと

オプションサービス

クルマW i - F i 車内で通信機器をたくさん利用したい方に

快適・あんしんのLTEデータ通信が定額で使い放題。長距離のドライブも退屈せずに、同乗者みんなで音楽、動画、
ゲームなどを楽しめます。ちょっとしたお出かけに便利な１日プランから、毎日クルマに乗る方向けの365日プランま
で、ライフスタイルに合わせた料金プランをご用意しています。

事務手数料
解約違約金

円！０
30日プラン
1,650円（税込）

１日プラン
550円（税込）

365日プラン
13,200円（税込）

スマホから簡単申込
「docomo in Car Connect」の専用サイトにはスマホアプリ「My NP1」からアクセスします。登録に必要な情報
（ICCIDとパスコード）は自動で入力されるので、サイトの案内にそって簡単に登録できます。

※お申込みにはdアカウントが必要です。法人契約のdアカウントおよびビジネスdアカウントでは、ご利用できません。

My NP1からアクセス チャージをする チャージ後すぐに利用開始わずか　 ステップで利用開始3

オプションアクセサリー

偏光フィルター

SDメモリーカード
128GB(SDXC)
64GB(SDXC)
32GB(SDHC)
16GB(SDHC)

CD-MSD128G
CD-MSD64G
CD-MSD32G
CD-MSD16G

エンジン停止後もNP1に電源を供給します。
電圧監視機能を搭載し、電圧が設定値以下
になると自動的に電源供給を停止すること
で車のバッテリーの負担を軽減します。

12V時:11.6/11.8/12.0/12.2V
24V時:23.2/23.6/24.0/24.4Vの電圧値から
電圧カットオフ設定が可能。
※工場出荷時:12V時:11.8V、24V時:23.6V

駐車中衝撃通知機能と、
マイカーウォッチ機能を

利用する際に必要となります

希望小売価格 3,300円
 （税抜価格 3,000円）

希望小売価格 4,400円
 （税抜価格 4,000円）

商品名 型番 用途

駐車監視用電源ケーブル NP-BD001

前方カメラに装着することで、ダッシュ
ボード上のフロントガラスへの映り込み
や反射を軽減します。

AD-PLF1

オープン価格高耐久・高速化を実現したドライブ
レコーダー推奨microSDカード

販売価格

1年プランで毎年更新するよりも
３年間で3,960円お得！

月額換算1,320円

※1

※２

※1

※２

※駐車監視用電源ケーブル
NP-BD001(別売)が必要です。

購入後も、安心や安全・便利で
お得な新機能がぞくぞく追加！

スマート音声ナビ もっと
カーライフ＋＋

次世代通信型
ドライブレコーダー

通信
＋

サービス利用料

※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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