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注意
本カタログの製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本カタログに掲載されている製品は安全のため運転の妨げとなる場所に設置しないでください。  
装着できない車両もあります。予め販売店、クラリオンお客様相談室へご相談ください。
本カタログに掲載されている製品の取付・配線には専門技術と経験が必要です。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。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
保証書は業務用車両（バス、タクシー、商用車など）にお使いになる場合は、保証対象になりません。

警告
安全のため走行中のドライバーは操作しないでください。 前方不注意による事故の原因になるので、必ず安全な場所に車を停車させてから操作してください。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。 運転者がテレビやビデオ/DVDビデオ
を観るときは、必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキをかけてください。 運転者は運転中に、画像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。テレビやビデオは安全のため走行中映像が表示されません。 本カタログに掲
載されている製品はDC12V◯−アース車専用です。火災の原因になるので、大型トラックや寒冷地 仕様のディーゼル車などのDC24V車では使用しないでください。 ナビゲーションによるルート案内時も、実際の交通規制に従って走行ください。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があり、交通事故の原因となります。 出発地、目的地周辺では細街路や地図データ上、幅3.3〜5.5mの一般道をNX613/NX712Wでは暗い黄色の線で経路
表示します。また、これらの経路は交通規制（一方通行や右左折禁止など）の情報が無い道路を含みますので、必ず実際の交通規則や道路標識などに従って走行して下さい。

＜VICSリンク情報に関するご注意＞
VICSセンターでは、道路交通情報をナビゲーション等に的確に表記できるよう、情報の収集と提供には、VICSリンク（主要交差
点毎に道路を区切った単位）というデータ方式を採用しています。このため、VICSセンターでは、道路の新設や改築、信号機の設置
等により道路交通状況に変化を来す場合は、VICSリンクの追加や変更を行って、適切な情報を提供できるよう努めています。この
結果、新しいVICSリンクにより情報の提供が行われると、全体からみるとごく一部の地域ですが、変更前のVICSリンクでは情報
が提供されなくなります。但しユーザーの皆様への情報提供サービスを維持するため、変更前のVICSリンクにも変更後3年間は、

従来通り情報を提供する仕組みになっています。ナビゲーションを購入後3年程度経過すると、地図画面上で渋滞情報（赤・オ
レンジ・緑の矢印等）などを、表示できない場所が、徐々に出て来る場合があります。この現象は情報表示タイプのうち、地図表
示型で発生し、文字表示型や簡易図形表示型では、従来通り表示されます。

● VICSセンターのお問い合わせ先：サービス・サポート・センター電話 0570-00-8831   FAX 03-3562-1719（24時間受付）
 受付時間 平日9：30〜17：45（土曜・日曜・祝日・年末年始休暇を除く）   

 【GPS方式の注意】
●GPS衛星は米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衛星の電波が受信しにくい場所、受信できない場所があります。〈例〉トンネルの中、建築物内の駐車場、高架下の道路、高層ビル街の道路上、高い樹木

に囲まれた場所など。
●GPSアンテナは、室内で衛星電波の受信感度の良い場所に設置してください。
●GPSアンテナは防滴構造ではありません。雨水、海水などのかからない場所でご利用ください。
 【MP3/WMA/AAC関係の注記】
● WMAとは「Windows Media Audio」の略で、マイクロソフトが開発したオーディオファイルのことです。ＷＭＡファイルを作成するには、Windows Media Playerが必要となります。 

Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries .  
WMA9、10でエンコードされた WMAファイルの再生について、WMA8からの機能拡張部分（Pro・Lossless・Voice）に対応していません。

●著作権保護されたファイル、DRM保護されたファイルは対応しておりません。
● AACはドルビーラボラトリーズの登録商標です。
●購入した AACファイル SDAACには対応しておりません。
 【Microsoft® Windows® Automotiveの注記】
●Windows Automotiveは、Microsoft Corporationにより開発された、車載情報端末用組み込みオペレーティングシステムです。
 【SD/SDHCメモリーカードに関するご注意】
●miniSDカード／ microSDカードは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。
●NX713/NX613/NX712WにはSDHCメモリーカード 4GBを付属しております。
●MMC（マルチメディアカード）には対応しておりません。
●本機で SD/SDHCメモリーカードから再生できる音楽データはMP3/WMA/AAC形式です（NX713/NX613/NX712W）。NX713、NX613、NX702WはH.264形式を再生できます。
 【SD全般に関するご注意】
●本製品の故障、誤動作または不具合によりSDカードに保存されなかった場合のデータ、および消失したデータの保証は致しかねます。あらかじめ御了承ください。
 【ミュージックキャッチャー TM（SD/SDHC録音）】
●ミュージックキャッチャー TMは AACまたは ATRAC3形式に圧縮して録音されます。 
●最大録音可能曲数は最大 4,000曲 (NX713/NX613/NX712W)です。
　※SD/SDHCカードは別売となります。最大4,000曲は別売16GBの SDHCカード利用時となります。付属の SDHCメモリーカードの 4GBの場合（NX713/NX613/NX712W）、 

約1,000曲となります。
●CD-R,CD-RWに記録された、MP3/WMA/AACのファイルをSDカードに録音（コピー）することはできません。
●SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に対応しているためにコピー許可されていない CD-R/RWからの録音はできません。
●お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほか、著作権上、権利者に無断で使用できません。
●録り直しのきかない録音の場合は、録音時に正しく録音されているかご確認ください。 
●ミュージックキャッチャー TMのアルバム情報を更新するには、SD/SDHCメモリーカード、インターネットに接続するためのパソコン、並びに情報を取得するために、パソコン用の

専用アプリケーション「ナビマスターS」が必要になります。ナビマスターについては弊社ホームページをご参照ください。
 【Bluetooth®について】
●ハンズフリープロファイル (HFP)は、Bluetooth®対応機器でハンズフリー通話するためのプロファイルです。
●アドバンストオーディオディストリビューションプロファイル (A2DP)は、Bluetooth®対応機器から音声を伝送するためのプロファイルです。
●NX702Wは著作権保護された音楽をA2DPによって再生することはできません。
●オーディオ/ビジュアルリモートコントロールプロファイル (AVRCP)は、機器のリモコン機能を実現するためのプロファイルです。
●本機は、HFPを使用して、Bluetooth®対応携帯電話でのハンズフリー通話が可能となります。
●AVRCPにて対応している操作は、簡単な操作（曲送り/一時停止など）となります。プレイリストの操作等には対応しておりません。また、TAG情報等の表示には対応しておりま

せん。（NX713/NX613/NX513/NX712Wは TAG情報の表示に対応しております。）
●すべてのBluetooth®対応携帯電話との互換性および接続性は保証しておりません。携帯電話によっては、本機の機能が一部使えない場合があります。
●三者通話サービスやキャッチホン機能サービスには対応しておりません。
●本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.comでご案内しております。
 【Bluetooth®機器の取り扱いについて】
●この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用構内無線局（免許を要する無線局）および特定

小電力無線局（免許を要しない無線局）、アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。1.この機能を使用する前に、近くで移動体識別用構内無線局および、特定
小電力無線局、アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。2.万一、この機器から移動体識別用構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合に
は、速やかに使用場所を移動するか、または電波の発射を停止し、電波干渉を避けてください。3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局、アマチュア無線局に
対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売店、または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

 【DVDビデオ、DVD±R/RWに関するご注意】
●DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。
　※DVDビデ オの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用できない場合があります。　※お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、

DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、 ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD-RAM、
DVD-AUDIOの再生はできません。　※NX702WはVRモードで録画されたディスクを再生できません。　※地図ソフトDVD-ROMの再生はできません。本機はAVCHD（Advanced 
Video Codec High Definition）に対応しておりませんので再生できません。規格外のDualDiscは再生保障はいたしかねます。本機に重大な支障をきたす為、ご使用にならないで
ください。

 【CD-R/RWディスクに関するご注意】
●ご使用になれるCD-R/RWディスクは、ファイナライズ処理されており、オーディオCDで記録されたものに限ります。CD- R/RWディスクは通常の音楽 CDに比べ高温多湿環境

に弱く、長時間車内に放置されたディスクやディスクの特性、傷、汚れ、指紋、ディスク書き込み状態が不安定なディスクや本体側のピックアップレンズの汚れ、結露などにより
再生できない場合があります。CD-R/RWディスクのレーベル面や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。CD-R/RWをご使用の際は必ず、CD-R/RWディス
クの取扱い説明書をご確認ください。

● 8cmCDディスクは再生できません。 
 【コピーコントロール CDに関するご注意】［CD再生機器全機種］
●コピーコントロール等の機能のついた規格外の CDにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。 

再生動作に支障がある場合には、CD発売元メーカーにお問合わせいただきますようお願い申し上げます。
 【Gracenote® Music Recognition ServiceSMに関する注意】
●「Gracenote®」および はグレースノート社の登録商標です。
●「Gracenote®」のロゴおよびロゴ標記および「Powered by Gracenote」のロゴは、グレースノート社の商標です。
● Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を100%保証するものではありません。 
●NX712Wのデータベースは、2012年2月時点のものです。約22万アルバムデータを収録しています。NX713/NX613のデータベースは、2013年2月時点のものです。約22万アル

バムデータを収録しています。
 【USB接続に関して】
●USBメモリーを本体に挿入すると突起物となり、運転中に何らかの危険を及ぼす場合があります。本機に同梱または市販されておりますUSB延長ケーブルを使用し、安全な接続

方法でご使用ください。※本体のUSB端子に接続をして再生できるUSBメモリーは、「USBマスストレージクラス」として認識されることが条件となりますが、すべてのUSBメモ
リーの動作を保証するものではございません。 
※接続する機種によっては、動作しない場合もございます。※記載されているデータが万一消失、あるいは損傷した場合について、当社は責任を負いかねます。ご使用の際には、貴
重なデータは必ずパソコンなどにバックアップをとっておくことをお勧めします。　※次の状況で使用した場合データが破壊する場合があります。書き込み、読み込み中にUSBメモ
リーを抜いたり、電源をOFFした場合。静電気、電気ノイズの影響を受けた場合。USBメモリーの抜き差しは、USBメモリーにアクセスしていない時に行ってください。※USBメモ
リーの形状によっては本体に挿入できない場合があります。そのような場合には市販されているUSB延長ケーブル等を使用して接続して下さい。　※パソコンとの接続には対応し
ておりません。　※接続されるUSBメモリーによっては曲順等が変わってしまう場合がございます。　※USBメモリー内にある著作権保護された WMA/AACファイルの本機によ
る再生はできません。　※収録されている曲数によっては読み込みまでに時間がかかる場合がございます。　※USBメモリーを挿しても認識しない場合は再度ソース切り替えを行
ってください。　※USBタイプカードリーダーには対応しておりません。　※電流値が規定値以上になると保護回路が動き、電源がオフになります。　※USBマスストレージクラ
ス（1パーティションタイプ）対応　※対応フォーマット：MP3/WMA/AAC（.m4a）ファイル (NX513/NX702WはMP3/WMA)、MP４動画ファイル（NX713/NX613/NX403/
NX712W/NX702W）※最大電流値：500mA未満　※2つ以上のドライブで構成されているUSB機器は、どちらか一方のドライブのみを認識します。

 【VICS光・電波ビーコンユニット】
● VICS光・電波ビーコンユニットは、フロントガラスに金属コーティングを施してある一部の車両において電波ビーコンの受信が不可能になる場合があります。取付の際は販売店に

ご相談ください。
● VICSセンターが提供する情報に関しまして、当社は一切の責任を負いかねます。
● VICSセンターでは、道路の新設や改造など形状の変化や、信号機、車両探知機の増設などによる交通施設の変化に応じて、より適切な情報を提供するため、毎年道路交通情報
（渋滞、混雑の矢印等）の追加・削除を行っております。それらの変更にともない、道路交通情報の削除がなされた道路では道路交通情報が表示されなくなる事があります。

 【統計交通情報機能】
●統計交通情報機能で使用する、道路交通情報データは、財団法人日本道路交通情報センターより提供されております。
 また、データ作成には財団法人道路交通情報通信システムセンター（VICSセンター）の技術が用いられています。
●本カタログ掲載の商品が、品切れや価格変更がありましたらご容赦ください。
●定格、仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。
●リアルタイムで配信される情報コンテンツの提供については、当該権利を有する第三者に帰属します。当該権利を有する第三者の事由によりサービス内容が変更、停止される可能

性があります。  
●本カタログの製品を使用したことによって生じた事業利益の損失、および記録された内容の変化や消失などの損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
●音楽などの著作物を著作権利者の許可を得ないでディスクなどに録音、複製、配布、配信することは、著作権法で禁止されております。ただし、個人として楽しむ場合を除きます。
●地図データで表示される地図や検索結果データの内容が誤字・脱字・位置ずれ等、現状と異なることがあっても、商品のお取り替えや代金のご返却は致しかねます。

●地図データを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
●ナビゲーションの自動ルート案内は参考ルートです。実際の運転は道路標識に従ってください。
●プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲー

ションに入力された 個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。
●高速道路の料金情報等、SDに収録されている内容は制作時現在のものです。
●画面の中に小さな黒点、輝点が現われる場合がありますが、これは液晶モニター特有の現象で、故障ではありません。
●ナビゲーション画面デザインは改良の為、予告なく変更することがあります。
●ダイバーシティTVアンテナフィルムタイプ、GPS電波、光・電波ビーコン、ETC電波、DSRC電波は、ガラスの種類（赤外線反射ガラス、電波不透過など）によって車室内で受

信できない場合があります。詳しくは販売店へご相談ください。
●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に本機およびアンテナ等の取り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作動しないため、事故の原因となります。
●CDは JIS規格に合致したディスク  などをご使用ください。特殊形状 CDなどは使用しないでください。故障の原因となります。
●外部アンプをご使用になる場合は、必ずエンジンをかけてください。また、同時にワイパー、エアコンなどをご使用になる際はアンプの出力を下げてご使用ください。
●写真は、印刷インキの特性上実際の色調と異なって見える場合があります。
●本カタログに掲載されているモニターの画面は、全てハメコミ合成です。
●比較画像は、効果を説明するためのイメージです。掲載の写真は、効果を分かりやすく表現したもので実際の映像とは異なります。
●○保 マークの付いた製品には保証書を添付しています。（製品によっては、「取扱説明書」等と兼用の場合もあります。）お求めの販売店で購入年月日など、所定事項が記入されてい

るかご確認の上、  必ずお受け取りください。
●当社商品を業務目的および業務用車両に搭載して使用する場合、保証書に記載している内容の適用対象とはなりません。
●カタログ内容および、本カタログに記載されていない仕様に関するお問い合わせ、ならびに車種別の取付キットについては、お近くの販売店にご相談ください。
●本カタログに掲載されている商品は日本国内仕様となります。
●商品取り付け、及び点検修理時の脱着費はお客様の負担となります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●本カタログの価格には、取付費用は含まれません。
●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
●ドルビー、ドルビーデジタル、および  はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。
●dts、および  は米国Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。
● DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license. 

DivX®、DivX Certified®、およびこれらの関連ロゴは、Rovi Corporationおよびその子会社の登録商標であり、ライセンス許諾に基づき使用しています。
● Microsoft、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
●  “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and 

has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with 
safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. 
App Store, Apple, iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

●App Store、Apple、iPhoneは、米国および他の国におけるApple Inc.の商標または登録商標です。
●IOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
●Facebook および Facebook ロゴはFacebook,Inc.の商標または登録商標です｡
●Twitter および Twitter ロゴは､アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です｡
●TuneIn Radioは、TuneIn,Inc.の登録商標です。 
●music Chefは株式会社ETスクウェアが提供する車内音楽ナビゲーションサービスです。
●NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。
●各アプリの記載されている会社名・製品名などは該当する各社の登録商標です。
●リアルタイムで配信される情報コンテンツの提供については、当該権利を有する第三者に帰属します。当該権利を有する第三者の事由によりサービス内容が変更、停止される可能

性があります。
●スマートフォン連携を利用する場合、スマートフォンの通信料が発生します。契約携帯電話の料金プランなどをご確認のうえご利用ください。
●Google、Android、Androidロゴ、YouTube、YouTube ロゴ、Google playは、Google inc商標または登録商標です。
●The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the 

United States and other countries.
●HDMIとHDMI High Definition Multimedia Interface という用語、およびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国その他の国々における商標または登録商標です。
●SDHC、SD、microSDはSD-3C, LLC.の商標です。
●microSD and microSDHC are trademarks of SD Association.
●TVサーチのデータは、クラリオン株式会社のオリジナルデータです。著作権は、クラリオン株式会社に帰属します。承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると、著作権法

に違反し、場合によっては罰せられることがあります。
●MAPPLE、マップル、まっぷる、まっぷるコード、ぬけみち、マップルナビ、ぬけみちアシスト、MAPPLEガイドデータ、MAPPLEぬけみちデータは、株式会社昭文社の登録商標または商

標です。
●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
●Bluetooth® および  は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
●ピクチャービュー™はクラリオン株式会社の登録商標です。
●ミュージックキャッチャーTMはクラリオン株式会社の登録商標です。
●Intelligent Tune®、インテリジェントチューンはクラリオン株式会社の登録商標です。
●Smart Access 、“4car”はクラリオン株式会社の登録商標です。
●Intelligent VOICEはクラリオン株式会社で登録商標出願中です。
●ＤＳＲＣは一般社団法人ITSサービス推進機構（ISPA）の登録商標です。
●ITSスポットは国土交通省の登録商標です。
●掲載製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。
 ※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について
 １．クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。
 ２．当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。

※詳細市街地図収録都市はクラリオンホームページにて公開しております。

<車載用リアビジョンカメラRC13D/RC13C取り付けに関するご注意 >
国土交通省「道路運送車両の保安基準第18条 乗用車の外部突起に係る協定規則（第26 号）」の改正（「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示別添20外装
の技術基準」の公布）に伴い、本製品を2009年１月1日以降に製作・初年度新車登録された乗用車に取り付ける際、車輌ボディ外面の平滑な広い面（リアゲートガラ
ス等）に取付けた場合には、外装の技術基準（※）に不適合となる場合がございますのでご注意下さい。コードホルダー（コードクランプ）も同様に、不適合となる場合
がありますのでご注意下さい。※直径100mmの球体が、製品の曲率半径2.5mm未満の部分（リアケースの4辺および取り付けブラケット）に接触する場所への取り
付けは出来ません。詳細につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせ下さい。取り付けの方法につきましては販売店へご相談下さい。基準の詳細につきまし
ては詳細は国土交通省のホームページをご参照下さい。http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf （PDFファイル 166KB）2009年（平成21年）1月
1日以降に製作された定員10人未満の乗用車に対する「外装の技術基準」の適用は2017年（平成29年）3月31日まで猶予されることとなりましたが、2017年（平成29
年）4月1日時点では適合の必要があります。つきましては、弊社製の乗用車用カメラの取り付けに際しては「外装の技術基準」への準拠をお勧め致します。

このマークは、弊社の制定した
ガイドラインをクリアした商品に
表示する「クラリオン環境マーク」
です。
※弊社ガイドライン内容につきまし
てはクラリオンホームページにてご
紹介しております。

〒330-0081	 埼玉県さいたま市中央区新都心7番地2
クラリオン株式会社

Clarion	Homepage

http://www.clarion.com

このカタログの掲載内容は、2014年1月現在のものです。
第5版発行 13AJPA001 140110Y ①M

お客様相談室	
カスタマーサポートセンター フリーダイヤル	

（土・日・祝・祭日を除く）		

			9:30〜12:00
13:00〜17:00

営業時間				平日

製品に関するお問い合わせは

0120-112-140

ユニバーサルデザイン（UD）の 
考え方に基づいた見やすい 
デザインの文字を採用しています。

クラリオン
（スマートフォン専用※）

※ QRコードアプリ取得後ご利用ください。

●UD FONT マークは、株式会社モリサワの登録商標です。

2.4 ： 2.4GHz帯を使用する無線機器です。
FH ：FH-SS変調方式を表します。
１    ：想定される与干渉距離は約１０ｍです。
- - - ：全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域は回避不可です。

2.4FH1

地図情報サイト「チズルとススム」が、

「Smart Access」サイトとしてリニューアルされます！

Clarion 
公式Facebook 
ページ
https://www.facebook.com/Clarion.HQ
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NX513New

Smart Access Link  
SD AV Light Navigation

NX702WNew

NX713
NX613New

New

Smart Access Link SD AV Navigation

200 mm wide  
SD AV Light Navigation

カーナビゲーション / カーオーディオ カタログ 2013

http://smart-acs.com/


