SD AVナビゲーション
SD AVライトナビゲーション

音声でGoogle プレイスTM検索。これからは「話しかける」だけ。
どんな検索も、
「話しかければ」応えてくれる。

Google の音声認識技術とGoogle プレイスTM 情報を

活用した「Clarion Intelligent VOICE（クラリオンインテリジェントボイス）」。
使えば分かる驚きの使いやすさ。ぜひ、あなたも。

リアビジョンカメラ
ナビオプション

Smart Accessリンク ワイド7型VGA
地上デジタルTV/DVD/SD
AVナビゲーション

NX713

NEW
ナビ機能一覧

保
希望小売価格 オープン価格※ ○
※ 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

地図差分更新対応
ご利用開始日から

3年間無料

※1
 曲4分として換算。16GBのSDHCメモリーカード
使用時。同梱の4GBのSDHCメモリーカード使用
時は約1,000曲。

＜YouTube＞

オーディオ(
レシーバー)

「NX713」の詳細は、YouTube動画
やホームページでもご覧いただけます。
QRコードからもアクセスできます。

＜ホームページ＞

スピーカー

Google の膨大なプレイス情報から音声検索

クラウドのいつも新鮮な情報を、簡単に検索

つねに進化する「Smart Access 4Car」

検索結果は、Google プレイスTM 情報により営業時間の他、口コミか

なデータで日々アップデートされます。思いついた言葉で利用でき

らのレビューといった情報も見ることができます。検索された目的地

プリをダウンロードすれば、いつでも最新の情報で検索ができます。ス

「おなかすいた」のような曖昧な言葉はもちろん、
「スタバ」など略称

も自車位置周辺などから表示され、あなたの探している目的地を簡単

マートフォンのOSに左右されずバージョンアップや、新しいアプリの

に見つける事ができます。また、話した言葉の類似語を表示する「もし

ダウンロードも不要で、最新のアプリを快適に楽しむことができます。

や「人気のあるラーメン屋」と言った条件でも検索ができます。

「Clarion Intelligent VOICE」は、
「Smart Access 4Car」ア

構成品 
■ GPSアンテナ ■ フィルムTVアンテナ ■ 延長USBケーブル ■ ハンズフリー用マイク
■ 4GB SDHCメモリーカード
（エンタメ用）

かして」機能も備え、自由度の高い目的地検索が可能です。

ナビ・オーディオアクセサリー

<86装着イメージ＞
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アンプ／サブウーファー

Google プレイスTM 情報を活用しているため検索の情報量は、膨大

その他主な機能
● 地図用16GB SDHCメモリーカード
（内蔵） ● FM VICS内蔵 ● ビーコン対応
● DSRC対応 ● ETC対応 ● 4ch外部アンプ＋ サブウーファー対応 ● 車載用リアビジョン
カメラ/サイドビューカメラ同時接続対応 ● バラエティボイス対応
（日本語/英語/中国語/韓国
語)、
ダウンロードボイス
（購入）
、
カスタムぼいす ● 純正ステアリングリモコン対応

www.clarion.com
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Google の音声認識技術とGoogle プレイスTM情報が実現する、
かつてない認識率&ヒット率
驚異の認識率を誇るGoogle の音声
認識技術とGoogle プレイスTM 情報
の検索を実現 。
『 Smart Access』
のクラウドサーバを介して、Google
プレイスTM情報の膨大かつ最新情報の
中から最適な目的地を素早く、ダイレ
クトに検索することができます。

従来の決められたワードでの検索とは異なり、思いついた
ワードを発話するだけで検索ができるので、長めのワード
でも検索が可能。目的地が探しにくいというストレスから
解放され、どなたでも簡単にご利用頂けます。

Google の
音声認識技術

Google
プレイスTM 情報

SD AVライトナビゲーション

音声検索だから、手入力の
煩わしさから解放されます。

SD AVナビゲーション

豊富な情報量・高精度の検索、「Clarion Intelligent VOICE」
クラウド型音声認識・検索システム
Bluetooth®

同梱マイク

3G, LTE
etc.

iPhone/Android
スマートフォン

リアビジョンカメラ

音声雑音制御処理を行う
Smart Accessクラウドサーバ

検索トップ画面

目的地の情報やレビューも
見やすく表示されます

従来の音声検索とは違い、思いついた自
慣れるまで文字を探す手間や階層が深く、
煩わしい手入力検索。

由なワードを発話するだけで、ダイレクト
検索することができます。

行うため、目的地を見つけるまでに時間

ワンタッチで参照。ドライブの途中でも
目的地を簡単に探せます。

を費やし、音声の認識率も低いので発話
のやり直しが必要な場合もあります。

＜検索結果＞
検索結果が自車位置から
近いエリアが表示されます。

＜レビュー＞
レビュー画面が表示され、各スポットの口コミ、
営業時間、電話番号、住所を見ることができます。

従来の音声検索
コマンドを
どうぞ
ピッ!

例: 周辺検索

1. 自宅

＜エリア指定＞
「現在地周辺」
「目的地周辺」の
エリア設定も可能です。

しゅーへん
けんさく

ナビ機能一覧

従来の手入力検索

限られたワード（コマンド）による発話で

＜音声ワード＞
発話したワードが表示されます。

「うどんが食べたい」
に変更しよう

ナビオプション

検索した候補地の詳細情報やレビューも

＜音声ボタン＞
ボタンをタッチしてから発話します。
他のワードで検索したい場合はこの
ボタンをタッチします。

＜もしかして＞
発話したワードが意図通りの結果でない場合、表示された
ワードに近い候補が表示され、再検索ができます。

2. 周辺検索
3. 電話番号検索

オーディオ(
レシーバー)

4. 住所検索
5. 履歴検索

「食べる・飲む」をタッチ
続いて
コマンドを
どうぞ
ピッ!

「渋谷 マック」とダイレクト検索

1. ガソリンスタンド

ふぁーすと
ふーど

2. コンビニエンスストア
3. ファーストフード

各画面から、
「Clarion Intelligent VOICE」を起動できます

4. 駐車場
5. ファミリーレストラン

地図画面と検索メニュー画面に「ボタン」を設け、
ワンタッチで「Clarion Intelligent VOICE」
をご利用頂けます。

続いて
コマンドを
どうぞ
ピッ!
1. バーガー○○ ○○店
2. ○○バーガー ○○店

よん (4)

現在地の地図画面

検索メニュー画面

スピーカー

「ファーストフード店」の
「詳細」をタッチ

Smart Access 4Carアプリメニュー画面

3. バーガーショップ
5. ○○バーガー

瞬時に一発検索

利用開始から3ヶ月間
無料＆選べるサービス
「Clarion Intelligent VOICE」
アプリの魅力を皆さまに体験して
いただくために、全機能を無料でお

わたしにも探せるから
とっても便利!

使いいただける期間を設定してお
ります。無料期間終了後は、定額料
金にて全機能を快適にご利用いた

(全機能利用可能)

● 無料お試し期間・全機能利用可能

● プレミアムサービス・全機能利用可能

※ 料金変更となる場合がございます。

プレミアムサービスに登録をしていただくことで、全機能をご利用いただけます。
料金（税込み）

300円/月

1,500円/6ヶ月

3,000円/1年

プレミアムサービスのご購入は、
「Smart Access 4Car」アプリから手軽に行えます。
iPhone
Android

● フリーサービス

3ヶ月間の無料お試し期間終了後、一部機能
を除き継続してご利用いただけます。
< 制限される機能 >
ガイド開始 : 検索した地点へのルート誘導
ルート追加 : 検索した地点を経由地に追加

● 1台のプレミアムサービス登録で、
複数のスマートフォンで利用可能!
プレミアムサービス登録を行ったスマートフォ

◎ iPhone
ンが使用しているナビ1台に対してのご利用
App Storeにご登録の決済方法でご利用いただけます。
となります。
◎ Android
Google Play™にご登録の決済方法でご利用いただけます。
※プレミアムサービスご購入の流れ手順詳細につきましては、Clarionホームページをご覧ください。

※検索結果や情報内容は、Google プレイス 情報によります。
※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。
※安全のため走行中一部画面が表示されません。停車中にご利用ください。
TM
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フリーサービス(音声でGoogle プレイスTM検索利用可能)【無料】

「Clarion Intelligent VOICE」アプリのご利用開始日から3ヶ月間、全機能を無料で
ご利用いただけます。

だけます。
※ サービス内容の詳細や「Smart Access 4Car」
アプリに
ついては、Clarionホームページ
「NX713」
をご覧ください。

プレミアムサービス(継続して全機能利用可能)【有料】

www.clarion.com
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ナビ・オーディオアクセサリー

最寄りの「マクドナルド」をタッチ

目的地誘導

ご利用開始日から「3ヶ月」無料

アンプ／サブウーファー

4. マクドナルド ○○店

「マクドナルド」をタッチ

スマホユーザーが、もっと便利に使える新アプリ「Smart Access 4Car」

＜こんなワードでも検索できる
（一例）
＞
長めのワードも検索できる

条件付きのワードも検索できる

接続方法
● Bluetooth®接続（iPhone / Android）
「設定」→「Bluetooth®」→「機器登録」→

「iPhone」か「Android」を選択→
スマートフォンで「NX-BT」を選択し、パスキー「1212」を入力→
「Bluetooth」を「ON」

「Smart Access 4Car」アプリで使えるコン

無 料

テンツを一括ダウンロード。最新情報も分かり

iPhone
Android

やすく表示します。

１
App
Store

初めてご利用になる方は、
「Smart Access 4Car」を

スマートフォンへダウンロード。

● USBケーブル接続（iPhone）

その他にもこんなワード

● みんなでバーベキューができる公園
● テレビで紹介された人気店

● 夜景のきれいな場所

● 24時間営業 レンタルDVDショップ

● 猫カフェ

● 屋内レジャー

● 24時間 薬局

2

● 深夜営業の焼肉屋さん

ナビ本体にスマートフォンを
Bluetooth®接続し、

「Smart Access 4Car」
アプリを起動します。

※iPhoneはiPhoneの同梱
USBケーブル接続でもご利用できます。

話題のラーメン屋も

いつでも最新のアプリを楽しめます。
アプリのアップデートや新アプリも

《Smart Access 4Carメニュー画面イメージ図》

自動更新され、
「OSの関係でアプ

ナビオプション

出先で時間ができた場合でも

iPhoneはiPhoneの同梱
USBケーブル接続でもご利用
できます。

iPhone同梱USBケーブル

Smart Access 4Car
（無料）

リアビジョンカメラ

Google
Play

その他にもこんなワード

SD AVライトナビゲーション

ドライブに便利で快適に使える
「Smart Access 4Car」
アプリ

リが使えない」といった心配はあり
ません。車の中でいつでも最新のア
プリを楽しむことができます。

3

その他にもこんなワード

● 癒されたい

● 人気のあるラーメン屋

● 銭湯

● たくさん食べたい

新しく追加されたアプリ

大きなアイコン表示の
インターフェース

最新情報を確認できるウィジェットを採用。

● 味噌ラーメン屋

推奨機種: iPhone ５/ iPhone 4S / iPhone 4、Android
（OS: 4.0以上）

● ラーメン のれんわけ

略語や短縮語のお店の名前も検索できる

また、アイコンの入れ替えもタッチ操作で簡単に
できます。

オーディオ(
レシーバー)

ドライブ中でも一発検索

● テレビに出たラーメン屋

ナビも自動更新されアプリが追加されます。

ナビ機能一覧

その他にもこんなワード

ナビ「メニュー」画面の
「Smart Access」を選択、
「Smart Access 4Car」
アプリをお楽しみ頂けます。

ドライブに便利なアプリ、バラエティ豊かなラインナップ
メニュー画面からでも一目で確認できる時
計 や天 気 予 報 のウィジェット表 示 や、
近場

音声検索

なアプリから、
Google の音声認識技術と

● コンビニ

● ガソリンスタンド

Intelligent VOICE」
までドライブに欠かせ

その他にもこんなワード

その他にもこんなワード
● トイレ

● 道の駅

● ミスド

● モス

● ファミマ

● タワレコ

住所を一気に言っても検索できる

ない機能をラインナップしています。

Wallpaper
お好みの背景色や壁紙を変える事ができます。

カレンダー

2014年 春 公開予定

● 鎌倉 人気ランキング

その他にもこんなワード
● お台場 人気スポット

● 郵便番号

トイレサーチ
日本全国約3万ヶ所ものトイレデータの中から、自
車周辺エリアにあるトイレを探し出して誘導します。

2014年 春 公開予定

時計
車 の 中でも見やすいウィジェット表 示 。
時刻や日付を大きく表示します。

e燃費

ガソリンスタンドを安い順、近い順などリストアップ
してくれます。
2014年 春 公開予定

美人時計

天気予報
最新の天気を確認できます。視認性に優れたウィ
ジェット表示でタッチすれば登録した場所の天気
予報も確認できます。

駐車場満空情報

目的地周辺の駐車場、満空状態を『空』
『混』
『満』
と表示し、現在の状況を把握できます。

ナビ・オーディオアクセサリー

Google カレンダーと同期しクルマの中で快適にス
ケジュールを確認できます。

その他にもこんなワード

スマートフォンで登録したソースから最新ニュースを
表示します。

アンプ／サブウーファー

観光地での検索にも便利

● スタバ

Google の音声認識技術と Google プレイスTM
情報を活用。自由なワードで高精度の検索が行えま
す。

スピーカー

Google プレイスTM情報を活用した
「Clarion

ニュース

(Clarion Intelligent VOICE）

のトイレや空いている駐車場を探せる便利

2014年 春 公開予定

ドライブでワリカン

1分ごとに手書きの時刻ボードを持った美人たちが
現在の時刻を知らせてくれます。
2014年 春 公開予定

同乗者の人数に応じ、ガソリン代や高速料金をワリ
カン計算。
2014年 春 公開予定

日時や場所によって表示されない場合があります。
※検索結果や情報内容はGoogle プレイスTM情報によります。 ※音声検索ワード例は、
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SD AVナビゲーション

音声 今日は久しぶりにお出かけを楽しむ
検索 こんな感じで「話しかければ」さまざまなシーンで、応えてくれます

※「Clarion intelligent VOICE」
「Smart Access 4Car」
アプリを利用する場合、
スマートフォンの通信料が発生します。契約携帯電話会社の料金プランなどをご確認の上、
ご利用ください。

www.clarion.com
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より使いやすく、充実機能を兼ね備えたAVナビ

ス マ ートア ク セ ス

地図差分更新などのクラウド型サービスに対応。

地図差分更新対応

SD AVナビゲーション

最新の地図・音楽・映像、全てがスマートにつながる。
Smart Access

クラウドを活用した情報ネットワークサービス「Smart Access」に対応。地図のダウンロード・

ご利用開始日から

更新ができる「地図差分更新」や、iPhoneアプリを楽しめるiPhone連携機能、リアルタイムの

1年間無料

SD AVライトナビゲーション

交通情報取得など、多彩なサービスが利用できます。また、NX613はソフトウェアのアップデー
トにより、Google の音声認識技術とGoogle プレイス情報を活用した「Clarion
Intelligent VOICE」に対応する新アプリ連携「Smart Access 4Car」も利用できます。

多彩なアプリのダウンロードでナビが進化する。

iPhone連携

iPhoneとの連携でお好みのアプリをナビにインストールして手軽に使える「iPhone連携」。天
リアビジョンカメラ

気予報やニュース、インターネットラジオのほか、TwitterやFacebookなどのSNS、YouTube
連続再生プレイヤー「LoopTube」やフォトビューワーなど、多彩なカーライフをサポートします。

ナ ビコン

NaviCon対応

ナビオプション

スマホで見つけた目的地を簡単にナビに送ることができる。

出発前にお好みのアプリで目的地を検索して「NaviCon」に送信するだけで、
「NaviCon」経由で
ナビに目的地を転送、さらにNX613が目的地までドライバーを誘導します。ナビで目的地を入力す
ることなく、目的地の設定がスムーズ。お気に入りの地点を「NaviCon」にブックマークしておくこ
とも可能です。iPhoneやAndroid OSで利用されている多彩なスマホアプリ（対応アプリ330個
以上：2013年12月現在）に対応しています。

ナビ機能一覧

N
E
W

無料でアップデート可能。新機能の「音声検索」が利用できます。 Update
Google 音声検索「Clarion Intelligent VOICE」＆ 新アプリ「Smart Access 4Car」。

● 新アプリ「Smart Access 4Car」にバージョンアップ

自由に「話しかける」だけ、行きたい場所をダイレクト検索できる、Google の

アプリの自動更新や一括管理ができる新アプリ連携「Smart Access

音声認識技術とGoogle プレイス情報を活用した

<プリウスα装着イメージ＞

オーディオ(
レシーバー)

●「Clarion Intelligent VOICE」にバージョンアップ

4Car」。
「Clarion Intelligent VOICE」やニュース、エンタメ系など、
ド

「Clarion Intelligent VOICE」。検索した候補地

ライブに役立つアプリを手軽に利用できます。

の詳細情報やネット上のレビューも参照でき、楽しく

※機能詳細は、NX713 Smart Access 4Carページをご覧ください。

簡単に目的地が探せます。
※機能詳細は、NX713 Clarion Intelligent VOICEページをご覧ください。

スピーカー

「NX613」詳細は、YouTube動画や
ホームページをご覧ください。
QRコードからもアクセスできます。

NX613

＜YouTube＞

NEW

構成品 ■ GPSアンテナ
■ フィルムTVアンテナ
■ 延長USBケーブル
■ ハンズフリー用マイク
■ 4GB SDHCメモリーカード
（エンタメ用）
※1 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

※1
 曲4分として換算。
16GBのSDHCメモリーカード使用時。
同梱の4GBのSDHCメモリーカード使
用時は約1,000曲。

NX613のソフトウェアのアップデートは、ClarionホームページからSDカード経由で行えます。

ナビ本体の地図スロットから
SDメモリーカードを抜き出し
PCへ差し込みます。

※ ソフトウェアのアップデートがある際は、インストール作業が必要となります。
※ Smart Access Updaterのインストーラーに従ってインストールを行ってください。

ダウンロードサイトにアクセスし、Smart Access Updaterを入手。
この専用アプリケーションを使って、
ＳＤメモリーカードにダウンロードします。
お客様登録は不要（任意）で簡単にお使いいただけます。

SDメモリーカードを本体
地図スロットへ戻せば完了。

Smart Access Updaterサイト

ナビ・オーディオアクセサリー

その他主な機能
● 地図用16GB SDHCメモリーカード
（内蔵）
● FM VICS内蔵
● ビーコン対応
● DSRC対応
● ETC対応
● 4ch外部アンプ＋サブウーファー対応
● 車載用リアビジョンカメラ/サイ
ドビューカメラ同時接続対応
● バラエティボイス対応
（日本語/英語/中国語/韓国語)、
ダウンロードボイス
（購入）
、
カスタムぼいす
● 純正ステアリングリモコン対応

保
希望小売価格 オープン価格※1 ○

10 www.clarion.com

＜ホームページ＞

アンプ／サブウーファー

ソフトウェアのアップデートは無料で簡単。まずはクラリオンのサイトから。

Smart Accessリンク ワイド7型VGA
地上デジタルTV/DVD/SD
AVナビゲーション

ご自宅のPCから、
ROAD EXPLORER Updaterを使って
手軽にアップデートできます。

「Smart Access(スマート アクセス) Updater」サイト

http://www.clarion.com/jp/ja/user-support/software/sd/smart-access-updater/index.html

www.clarion.com
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クラリオンのAVナビなら地デジが途切れにくい
高感度地デジTV

地図差分更新対応
ご利用開始日から

SD AVナビゲーション

ジャストフィットデザイン200mmワイドモデル誕生。

NX713/ NX613/NX712W

SD AVライトナビゲーション

3年間無料
映像が途切れにくい「中継局スムーズサーチ」。
中継局スムーズサーチ イメージ図
Smart Accessリンク 200mm
ワイド7型 VGA 地上デジタルTV/
DVD/SD AVナビゲーション

瞬時に切り替え

NX712W

NX713 NX613 NX712W

保
希望小売価格 オープン価格※ ○

中継局
サーチ
親局１２セグ

中継局
サーチ
親局ワンセグ

※ 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

中継局
サーチ
親局ワンセグ

中継局
サーチ
中継局ワンセグ

リアビジョンカメラ

中継局
スムーズサーチ搭載

中継局１２セグ

中 継 局を 裏サーチ 作 動 中

親局

事前に「中継局スムーズサーチ」の裏サーチが作動し、映像や音声の途切れを大幅に減少させます。

構成品 
■ GPSアンテナ
■ フィルムTVアンテナ
■ 延長USBケーブル
■ ハンズフリー用マイク
■ 4GB SDHCメモリーカード
（エンタメ用）

ナビオプション

その他主な機能
● 地図用16GB SDHCメモリーカード
（内蔵）
● FM VICS内蔵
● ビーコン対応
● DSRC対応
● ETC対応
● 4ch外部アンプ＋サブウーファー対応
● 車載用リアビジョンカメラ/サイ
ドビューカメラ同時接続対応
● バラエティボイス対応
（日本語/英語/中国語/韓国語)、
ダウンロードボイス
（購入）
、
カスタムぼいす
● 純正ステアリングリモコン対応

「NX712W」詳細は、YouTube
動画やホームページをご覧ください。
QRコードからもアクセスできます。

※ 1曲4分として換算。16GBのSDHCメモリーカード使用時。同梱の4GBのSDHCメモリーカード使用時は約1,000曲。

県境

200mmワイドパネル対応車種

ダイハツ ※2

200mmワイドパネル対応車種

ニッサン ※2

ノート、エルグランド、セレナ、キューブ など

スバル

エクシーガ、インプレッサ など

※2

いい音を究め続けたクラリオン独自の音響テクノロジー。

※ 1 グレード・仕様などにより適合しない場合がございます。詳しくは
販売店へお問い合わせ下さい。
※2 車
 種によっては、一部パネルのデザイン形状が合わない場合が
ございます。

従来モデル

中継局
サーチ
親局１２セグ

中継局
サーチ
親局ワンセグ

中継局
サーチ
親局ワンセグ

サーチ中
受信不可

中継局
サーチ
中継局ワンセグ

※ 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。 ※トンネル、地下駐車場、難視聴地域など、受信できない場所があります。

これが“裏サーチ”のしくみ

イン テリジ ェントチュ ー ン

Intelligent Tune

NX713 NX613
NX712W

ションへ集約。心地よく感じるサウンドクオリティには、クラリオンが培ってきた音響技術という確かなア
ドバンテージが息づいています。

良好な電波をサーチする NX712W
全方位高感度４アンテナ×４チューナー
NX713 NX613

高速走行の谷間など、
クルマでの地デジ放送の視聴は、電波受信
を阻害するさまざまな要因が存在しています。
クラリオンでは、
これら
の状況に配慮して、受信性能に優れた全方位４×４チューナーを採
用。
さらに強く、広いエリアで、
より安定的に高画質の地デジ放送を
視聴できます。

カ ー ジ ェット

CARDGET
アンプ／サブウーファー

ナビ本体にユーザーのお好みでアプリを選んで追加できる「カージェット」。必要なアプリをカージェットサイ
トからダウンロードして、SDHCカードでナビ本体にインストールし利用できます。また、Bluetooth®搭載の
携帯電話またはUSBデータ通信モジュール（別売）を経由して最新情報の取得も可能です。

事前に、2アンテナが「裏サーチ」
■ AVナビ 地デジ対応一覧

NX712W

フルセグ(12セグ)

●

●

iPhoneアプリと連携しナビ本体でリアルタイムの情報や音楽を手軽に楽しめます。あなたにぴったりな

ワンセグ

●

●

楽曲を人気アーティストが選曲してくれる音楽アプリ「music Chef」や天気予報やニュース、インター

４アンテナ×４チューナー

●

●

2アンテナ×2チューナー

−

−

中継局スムーズサーチ

●

●

iPhone連携

ネットラジオのほかTwitterやFacebookなども楽しめます。またYouTube連続再生プレイヤー
「LoopTube」も加わりドライブがもっと楽しくなります。

12 www.clarion.com

LoopTube

ナビ・オーディオアクセサリー

NX713
NX613

多彩なアプリのダウンロードでナビが進化する。

スピーカー

クルマが親局から離れ受信電波が微弱になっても
「裏サーチ」機能
が働き、地デジチューナー４アンテナが自動的に切り替わり2アンテ
ナで受信、残りの2アンテナで先の中継局電波を探し出すため、映
像や音声の途切れを大幅に減少させます。
（当社2010年従来モデル比）

カーオーディオ分野で培ってきたサウンドへのこだわりと独自のノウハウ。その音響技術をカーナビゲー

ドライブを楽しく快適にするナビ専用アプリが選べる。

＜ホームページ＞

オーディオ(
レシーバー)

NX712W 適合車種一覧

トヨタ

ナビ機能一覧

＜YouTube＞

＜現行車（2013年5月現在）＞※1

中継局

裏サーチ作動中

www.clarion.com
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Smart Access

未来のカーライフはここから

SD AVナビゲーション

クラウド情 報ネットワークサービ ス
新鮮なクラウド情報を音声でGoogle プレイスTM検索「Clarion Intelligent VOICE」
で新鮮なGoogle プレイスTM 情報を音声で簡単に検索できる「Clarion Intelligent

車とSmart Accessとをスマートフォンなどで「つなげる」事で、クラウドを始めとした様々な技術により、エンターテインメント・

VOICE」。
「Smart Access」のクラウドサーバを介して、Google プレイスTM 情報の中から

SD AVライトナビゲーション

自由に「話しかける」だけで目的地をすぐに教えてくれる、Google の音声認識技術と、膨大

スマートアクセスは、自動車ユーザーの皆様に快適・安心・便利なドライブをお楽しみ頂くための、クラウド情報ネットワークサービスです。

最適な目的地をダイレクトに検索します。

ドライブ関連情報・インターネット情報など、多彩な利便性を車の中のお客様に提供します。

ドライブに役立つアプリが手軽に使える「Smart Access 4Car」

リアビジョンカメラ

多彩なアプリを利用できる統括管理アプリ「Smart Access 4Car」。アプリの自動更新機能
を備えており、面倒なダウンロードやアップデートの必要もありません。
「Smart Access
4Car」では「Clarion Intelligent VOICE」を始め、駐車場やトイレを探せるドライブ系ア
プリなどバラエティー豊かなアプリを楽しめます。
※NX613は、ソフトウェアのアップデートが必要となります。

ナビオプション

新しい道、新しい施設情報もインターネット経由でいつでも「地図更新」
新しくできた話題の最新スポットはもちろん、新規開通した高速道路や市街地図など、最新の
地図データを1年間に5回の差分更新と1回の全更新の計6回の情報更新が行えます。市町村
合併後の新しい地名も更新されるので、検索やルート誘導もスムーズです。
※地図更新には、パソコン（インターネット接続）が必要となります。

ナビ機能一覧

スマホアプリを楽しめる「iPhone & Androidスマートフォン連携」
SNSやインターネットラジオなど、いつもスマートフォンで利用しているアプリをナビ本体でも
手軽に使えます。iPhoneアプリ、Androidアプリの多彩なアプリが楽しめ、快適なカーライフ
をサポートします。

オーディオ(
レシーバー)

※画面はNX713 / NX613です。

ドライブを楽しく快適にするナビアプリ「CARDGET（カージェット）」
ナビ本体にユーザーのお好みでアプリを選んで追加できる「カージェット」。駐車場や道の駅を
探せるドライブ系アプリやB級グルメ、特選ラーメン検索と楽しいアプリも登場。カージェットサ
イトからダウンロードして、SDHCカードでナビ本体にインストールすることでご利用できます。

スピーカー

オリジナルの案内音声を楽しめる「カスタムぼいす」
「ダウンロードボイス」
アンプ／サブウーファー

ユーザーがPCで録音又は音声合成ソフトで作成した音声を、ルート案内音声にカスタマイズで
きる「カスタムぼいす」や、案内音声を人気声優の声で楽しめる「ダウンロードボイス」。自分好
みの音声でドライブがいつもより楽しく盛り上がります。

Smart Access対応表

NEW

NEW

NX713

NX613

NEW

NX712W

NX513

●

●※

−

Smart Access 4Carアプリ連携

●

●※

−

−

● (3年間無料)

● (1年間無料)

● (3年間無料)

−

●

●

●

●

地図更新サービス
iPhone連携

−

Androidスマートフォン連携

−

−

−

●

CARDGET

−

−

●

−

●

●

●

−

カスタムぼいす／ダウンロードボイス

自宅で
ドライブプラン
を立てる

ナビ・オーディオアクセサリー

Clarion Intelligent VOICE

ユーザーサイトでドライブが、ますます面白くなる「地図情報サイト」
地図情報サイト「Smart Access」はインターネットとカーナビをリンクする無料の地図情報コ
ミュニティ。ドライブ前におでかけのプランを立てたり、口コミ投稿などブログ感覚でユーザー
同士が思い出を共有したり、旅をもっと楽しくするサイトです。

※ソフトウェアのアップデートが必要となります。

14 www.clarion.com
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新しい道、新しい施設情報もインターネット経由で更新できます。

年間6回の更新だから、いつでも新しい情報で快適ドライブ。
■ 新しいスポットも反映される

高速道路から一般道まで、新規
に開通した道や地形などの最新
情報を更新できるので、新しい道
で迷う心配もありません。

新しい道

更新

地図情報は目に見える地図表示だけではなく、見えないデータが非常
に重要です。更新の際は、
ルート誘導用データも新しくなり、看板表示
や音声案内などにも情報が反映されます。

最新の地図データや情報の更新が行えます。
市町村合併後の新しい地名も更新され※、
検索やルート誘導も安心・安全のドライブが
※PCでのインターネット接続環境が必要となります。

「いつも新しい地図」だから安心で快適に走れる

ご利用開始日から

15,768 件

（ナビ購入後）

地点データ 約

対象モデル: NX713

（2012年8月〜2013年1月現在までの累計） ※当社調べ

/ 712W

ご利用開始日から

更新内容

対象モデル: NX613

新しい道路も、更新情報をすばやく地図上に反映。

コンビニなどの ランドマ ーク 高速・有料道路
小施設
道路方面
看板情報

市街地図

音声案内

(無料更新有効期限: NX713は2018年3月まで
NX712Wは2017年3月まで）

(無料更新有効期限: 2016年3月まで）

Webでの更新方法

沓掛IC ～ 大山崎JCT

京奈和自動車道

郡山IC(大和郡山JCT(仮称)) ～ 郡山南IC

京奈和自動車道

紀北かつらぎIC ～ 打田IC（仮称）

お客様登録は不要（任意）で簡単に
お使いいただけます。

全データ更新

約１４０分

Smart Access
Updaterサイト

NX713/
NX613

差分更新

約４０分

NX712W

NX713/NX613

「Smart Access(スマート アクセス) Updater」サイト

※所要時間はインターネット
回線速度12Mbpsで試算
した参考値です。
パソコンのスペック・通信
環境などによって時間は異
なります。

SDメモリーカードを本体地
図スロットへ戻せば完了。
※ソフトウェアのアップデート
がある際は、インストール作業
が必要となります。

ダウンロードサイトにアクセスし、Smart Access Updaterを入手。
この専用アプリケーションを使って、
ＳＤメモリーカードに地図データをダウンロードします。

http://www.clarion.com/jp/ja/user-support/software/sd/smart-access-updater/index.html

更新スケジュール

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

Smart Access Updaterには「ROAD
EXPLORER Updater」と「ナビマスター
Ｓ」の２つのアプリケーションが含まれます。
「ROAD EXPLORER Updater」では地
図更新やソフトウェアのアップデートを、
「ナ
ビマスターS」ではTV情報、画像取り込みや
楽曲データベースの書き換えが行えます。

ナビマスターS Ver2.2
機能紹介

地図更新データ ROAD EXPLORER Updater
本体搭載の地図用SDメモリーカード

< 収録データ内容 >
● 最新地図データ

●

地図SDカード
スロットへ

● ナビソフトウェア

NX713/
NX613

●

ナビマスターS Ver2.2

２０１4年2月２０日
利用開始の場合

期間内適時更新

期間内適時更新

３年間フルサポート
購入後、だから安心

期間内適時更新

オ
 ープニングコンバーター
お好みの画面をオープニング画面
に使用できます。

●

SDカード
スロットへ

NX712W

● 無料更新期間につきましては、
お客様が利用を開始登録された日がスタート日となります。※ 無料更新期間中 ( 利用日より3 年が経過していない期間中 )におきましても、
NX713は2018 年 3月(モデル最終期限 )、
NX712Wは2017 年 3月(モデル最終期限 ) 以降の更新は有料となります。
※ NX613 は無料更新期間中 ( 利用日より1 年が経過していない期間中 ) におきましても、2016 年 3 月 ( モデル最終期限 ) 以降の更新は有料となります。● 全更新地図データは、2013 年中は 6 月配信、2014 年以降は 4 月配信となります。差分地図データは年 5 回（2 ヶ月
毎）配信を予定しております。● 配信スケジュールは変更になる場合がございます。● 地図更新データダウンロードは、日時、時間によってはサーバーへのアクセスが集中し、ダウンロードに時間を要する場合があります。● Smart Access Updater の動作推奨環境は取扱説明書もしくは
Clarion ホームページをご覧ください。Windows OS のみ対応。Mac OS には対応しておりません。● インターネッ
ト接続環境をお持ちでないお客様はＷＥＢでの無料更新をご利用いただけません。

www.clarion.com
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ナビ・オーディオアクセサリー

期間内適時更新
２０１3年10月１０日
利用開始の場合

< 主な機能 >
● CDタイトルキャッチャー
● オープニングコンバーター
● TV情報

 Dタイトルキャッチャー
C
CD再生時の曲名タイトルをナビ画
面で表示する機能です。

TV情報
番組名から人気スポットを検索できる
「TVサーチ」の情報を更新します。

同梱の4GB SDメモリーカード(NX713/613/712W)
または、市販のSDメモリーカード（別売）

無料更新期間中は1回のみ

アンプ／サブウーファー

「地図更新」と「ナビ機能アップ」データの２つを更新します。

<例＞
NX713の場合の
データ配信

16 www.clarion.com

NX712W

※地図更新データダウンロー
ドは、サイトが混雑している
場合、事前に時間予約が必
要となります。

スピーカー

ナビ本体の地図スロットからSDメモリー
カードを抜き出しPCへ差し込みます。

※詳しくは、P51をご覧ください。

(※ 一部）

島屋 IC ～海老江JCT

京都縦貫自動車道

車の中で長時間インストール作業を行う必要がありません。※ソフトウェアアップデートを除く

クラリオン
「e Shop」
で
「地図更新延長権」
をご購入いただきますと、更に最大2年
間更新期間を追加できます。

いつも最新の地図データ 差分更新5回 ＋ 全データ更新1回

大場・函南IC ～ 函南塚本IC

阪神高速道路2号 淀川左岸線

自宅のパソコン上で地図更新が可能です。

1年間無料

■ 年5回更新には部分的に地図データを更新する
「差分地図更新」。
PCで時間をかけずに更新する事ができます。

ソフトウェア

三島塚原IC ～ 大場・函南IC

伊豆縦貫自動車道

3年間無料

■ いつでも安心してお使い頂けるよう、
ご利用開始から
3年間/1年間無料サポート。

一般道路

伊豆縦貫自動車道

オーディオ(
レシーバー)

（ナビ購入後）

富谷JCT ～ 富谷IC

ナビ機能一覧

85 件

最新の地図データを無料更新

仙台北部道路

ナビオプション

その他にも平成25年度中に開通予定の道路も差分更新予定

できます。

道路データ 約

リアビジョンカメラ

■ ルート誘導も同時に情報更新

例：圏央道（首都圏中央連絡自動車道)の場合

もちろん、新規開通した高速道路など、

６月に
オープン

コンビニやレストラン、
ホテルをはじめ、
新しくできた話題のスポット
も反映されるので、
ドライブ
が楽しくなります。

これからもどんどんできる道に対応！

新しくできた話題の最新スポットは

SD AVライトナビゲーション

■ 新しい道ができても迷わない

◎ 圧倒的な更新実績数※

SD AVナビゲーション

地 図 更 新

あなたのナビにお好みの機能をプラスできる。

対応機種 NX712W
※その他CARDGET対応のモデルでもご使用頂けます。

今いる周辺のトイレを探せる

訪れた街の情報を入手できる

トイレサーチ

それぞれのライフシーンに合わせて必要なアプリを選んでインストールしたら、

※3

通信型

通信型

ドライブでタクシー

※3

ガソリンスタンドをさがせる

e燃費

通信型

非通信型

ダウンロード
（無料）

ダウンロード
（無料）

ナビがあなた仕様に生まれ変わります。

タクシー気分で運転できる

自車位置周辺の「道の駅」を検索して、
目的地まで誘導します。全国約950ヶ
所の多彩な情報をすばやくチェックする
ことができます。

空車・実車・支払など、実際のタクシー
メータの操作感覚を体感することがで
きるアプリです。地域による運賃の違
いや、中型・小型タクシーの設定もでき
ます。

美人が時刻を知らせてくれる

満空車情報をチェック

周辺の情報を手に入れる

※3

プリインストール

ダウンロード
（無料）

日本全国約3万ヶ所ものトイレデータの
中から、自車が走っている周辺エリアに
あるトイレを探し出して誘導します。障が
い者の方や乳幼児をお連れの方にも配
慮し検索することができます。

SD AVライトナビゲーション

ドライブに欠かせないアプリをダウンロードできる「CARDGET（カージェット）
」。

道の駅サーチ

SD AVナビゲーション

CARDGET（カージェット）

1円でも安く給油したい、しかも今ドライ
ブしている周辺のいちばん近いスタンド
で…。これからは「e燃費アプリ」で、安
い順※ 3、近い順※ 3などでガソリンスタン

ドをリストアップ。

キャラクターで楽しく計算！

新ドライブでワリカン
非 通信型

ダウンロード
（無料）

近くの人気のお店へナビゲート！

そば・うどんにこだわる方へ！

特選ラーメンサーチ

（2014年版）
非 通信 型

NEW

こだわりそばサーチ

（2014年版）

NEW

非 通信 型

NEW

ダウンロード
（有料） '14春発売予定

ダウンロード
（有料） '14春発売予定

自車位置周辺の特選ラーメン店を検索して案
内します。
約2,400件のお店を収録していま
す。

自車位置周辺の、厳選されたこだわりの蕎麦屋さんを検
索して案内します。約 390件のお店を収録しています。

美人時計
通信型

ご当地うどんサーチ

監修：一柳雅彦氏

（2014年版）
非 通信 型

NEW

ダウンロード
（有料） '14春発売予定

通信型

非通信型
プリインストール

道の情報
通信型

※3

ダウンロード
（無料）

目的地周辺の駐車場、満空状態を『空』
『混』
『満』と表示し、現在の状況を把
握できます。ストレスなくスピーディに、
駐車場を探せます。

1分ごとに手書きの時刻ボードを持った
美人たちが現在の時刻を知らせてくれる
「美人時計」。さまざまな美人が表示さ
れるほか、美人画像の保存やアラーム設
定もできます。

※3

ダウンロード
（無料）

ユーザーが投稿した道に関する情報を
地 図 上に表 示します。情 報は 渋 滞・規
制・工事・取締り・オービスなどがあり、
見るだけではなく、カーナビから投稿※5
することができるので、ユーザー間での
情報共有が可能です。

※2道路形状やオービス機器の設置状況によっては
上下線用の判断ができない場合があります。
また、
本アプリでの地図縮尺表示は500m～4kmスケー
ルまでとなります。地図の表示はノースアップ
（北が上）
で、
自車位置は地図の中央となります。
※3 通信機能を利用するためNX712Wのみ

利用可能です。NX712W以外の旧モデルでは
別途通信モジュールもしくはデータ通信対応の携
帯電話が必要となります。
※4 通信機能を利用し自車位置に連動した地域の
美人画像を取得することもできます。
※5 投
 稿は、
ナビ本体またはiPhoneアプリ
（チズれぽ）
からのみ可能です。

ナビ機能一覧

自車位置周辺の、厳選された地元ならではのうどん屋さ
んを検索して案内します。約580件のお店を収録してい
ます。

駐車場満空情報

※4

※1収録の情報は2012年11月末時点までのもの
となります。
また、2014年版アプリの収録情報は
2013年1月末までのものとなります。

ナビオプション

同乗者の人数や距離に応じて、ガソリン代や
高速料金をワリカン計算。ガソリン単価やクル
マの走行燃費を設定した上で高速料金を入力
すれば、設定しておいたキャラクターに応じて
ワリカンにして算出します。途中下車で未精
算、といった計算まで対応可能となりました。

リアビジョンカメラ

通信機能をつかわず、
全国の情報※1を一括ダウンロードできる「非通信型アプリ」登場。

※「オービススコープ」
および「各種サーチアプリ」の
情報提供元は株式会社ADEOSです。
※「駐車場満空情報」の情報提供元は、
パーク24株式会社です。

飲食店検索はおまかせ！

特選グルメサーチ

（2014年版）
非 通 信 型

地元の魚や農産物を
味わいたい方に！

地産グルメサーチ

（2014年版）

NEW

非 通 信 型

'14春
ダウンロード
（有料） 発売予定

日帰り温泉サーチ

（2014年版）

NEW

非通信型

'14春
ダウンロード
（有料） 発売予定

自車位置周辺の、地元の魚料理店・お魚
センター・市場・農家レストラン・ご当地
みやげ（農産物直売所）を検索して案内
します。約3,500件収録しています。

癒しスポットサーチ

（2014年版）

NEW

非通信型

'14春
ダウンロード
（有料） 発売予定

自車位置周辺の、日帰りで気軽に入れ
る立ち寄り温泉を検索して案内します。
約 1,200件を収録しています。

※「e燃費」
の情報提供元は、
株式会社イードです。

近くのヒーリング系スポットや
施設を検索!

NEW

'14春
ダウンロード
（有料） 発売予定

自 車 位 置 周 辺 の 、パワースポットや巨
木、湧き水、タラソテラピー、オーガニッ
クレストラン、自然食の宿といったヒーリ
ング系の施設やスポットを検索して案内
します。約1,000件の場所や施設を収
録しています。

※有
 料のアプリケーションの価格につきましては、
発売後に別途CARDGETのダウンロードページ
（http://ec.clarion.com/cardget/）
にてご確
認ください。

®

Bluetooth 搭載携帯電話で最新のデータを取得する事ができます。
通 信 型

e燃費

CARDGET アプリ対応表

駐車場
満空情報

道の情報

トイレ
サーチ

道の駅
サーチ

プリインストール

プリインストール

ダウンロード

ダウンロード

ダウンロード

ダウンロード

あり

●

●

●

●

●

●

なし

△※ 3

△※ 4

−

−

−

−

※1

NX712W

美人時計

通信機能

非 通 信 型
CARDGET アプリ
通信機能を使わずに
全国の情報を
一括ダウンロードします。

スピーカー

自車位置周辺の、地元の食材の食事処
や、絶対立寄りたい地元の有名飲食店を
検索して案内します。約2,200件のお店
を収録しています。

気軽に立ち寄れる
日帰り温泉へご案内！

※「美人時計」の情報提供元は、
株式会社美人時計です。

ご当地うどんサーチ

オーディオ(
レシーバー)

こだわりそばサーチ

※1 Bluetooth® 携帯電話、
もしくはUSB通信モジュールが必要になります。対応する携帯電話はホームページをご確認ください。 ※2 USB通信モジュールが必要になります。 ※3 通信機能を利用しないためガソリン価格情報の取
得はできません。SDメモリーカードに保存し、前回と今回の給油情報との比較のみできます。 ※4 自車位置連動機能は使用できません。

●「CARDGET」サイト

ご当地B級グルメが見つかる！

非 通 信 型

NEW

自車位置周辺の地元名物料理、焼きそば・カレーなど
定番メニューや、旅先でしか味わえない手軽でおいし
い“B級ご当地グルメ”情報を検索して案内します。
約1,700件のお店を収録しています。
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オービスをメーターでカウントダウン！

オービススコープ※2

（2014年版）
非通信型

ダウンロード
（有料）

NEW

全国約670件のオービス施設を自車位置から近い順
に検索し、オービスメーターでカウントダウン表示しま
す。地図画面と２画面で表示するので安心です。

渋滞や待ち時間も楽しくなる！

みんなでクイズ
非通信型

ダウンロード
（無料）

CARDGET

●「Smart Access」サイト
Smart Access

http://ec.clarion.com/cardget
http://smart-acs.com/

通信機能で最新の情報に更新可能。
お手持ちの携帯電話のBluetooth®接続で、常に最新のデータを取得。
USBデータ通信モジュール（別売）でも、接続し利用できます。
携帯電話から

ナビ・オーディオアクセサリー

B級グルメサーチ

（2014年版）

ダウンロード
（有料）

通信機能の接続方法

専用サイトからダウンロードできます。

● 今後のリリース予定

アンプ／サブウーファー

アプリ取得方法

通信モジュールから

NEW

家族や仲間と楽しめる様に、クルマ・道路、歴史・観
光 、教養・雑学、ファミリー、芸 能・音楽・スポ ー ツと
いった５ジャンルで約1,000件の四択式のクイズを
収録。スコア履歴が残るので、
１～４人までの設定で競
いながら楽しめます。

※PCにてCARDGETサイトもしくはSmart Accessサイトからダウンロードをし、SDカード経由でナビ本体へ追加インストールが必要です。
また、通信機能を利用するには、地図情報サイト
「Smart Access」への会員登録が必要です。

SDメモリーカードにダウンロード

USB通信
モジュール

※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。
ご利用毎に通信料が発生します。※USBデータ通信モジュールは、
ナビオプションページをご覧ください。
※携帯電話のBluetooth® 接続を利用する場合、携帯電話の定額利用プランは適用されません。データ通信となるため、
※画面は一部開発中のものを使用しています。

www.clarion.com
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「Smart Access」でiPhoneとナビの可能性がさらに広がる。
新アプリが加わり、
もっと楽しく快適なカーライフになります。

無 料

まずは、App Storeから
「Smart Access」を
iPhoneへダウンロード

App
Store

●クラリオン株式会社

新しいアプリやおすすめアプリの情報、バージョンアッ
プのお知らせなどが入手できます。

DashCommand™(車両情報表示）

NEW

●Palmer Performance Engineering

高速道路や主要道路の渋滞状況などをすぐに確認できる交通
情報アプリです。
無 料

有 料

有 料

音楽アプリ

CCA-750-500＋ CCA-657-50０

iPhone表示画面

music Chef
(音楽ナビゲーションサービス）

iPhone側のアプリを起動させてからナビ本体へ専用ケーブル接続します。

対応機種：iPhone 4S / iPhone 4 対応OS：iOS 5.0〜iOS 6.1.3

メニュー画面の「Smart Access」をタッチします。
※画面は NX713です。

「iPhone連携」をご利用する際には、専用ケーブルとの接続が必要となります。
ビデオ対応iPod接続ケーブル

AV-Navi用VTRケーブル

CCA-750-500

「アプリ一覧」をタッチし
「アプリメニュー画面」を表示します。

希望小売価格
（税別）

希望小売価格
（税別）

有

料※

3,000 円

※画面は NX713です。

DriveMate EcoAccel
(燃費計）

DriveMate Meter
(スピードメーター）

NEW

iPhone単独でも
使用できます。

SNSアプリ

NEW

●株式会社カーメイト

無 料

有 料

OBD2専用モジュール「DriveMate Connect」
（別売）を
使って車の情報を送信することで各種メーターの表示（タコ
メーター・スピードメーター・水温・アクセル開度）、
ワーニング
機能、0–100km/h、0–400mの自
動計測をし、
グラフィカルに表示しま
す。

Tweet4car(Twitter)

FB4car(Facebook)

Twitterのタイムライン表示や定型文の組み合わせによる「つ
ぶやき投稿」が可能です。さらにiPhone上で定型文を自由
にユーザーカスタマイズできます。

Facebookを利用することができます。ニュースフィードで友
人の更新情報を確認し、
「いいね!」や自分の近況をアップデー
ト※。チェックインも行うことができます。

●クラリオン株式会社

無 料

●クラリオン株式会社

無 料

iPhone単独でも
使用できコメント返信
や近況アップデートが
できます。

LoopTube
NEW
(YouTube連続再生）

ラジオ音楽情報番組、その他のラジオ番組を24時間いつでも
どこでも聴ける無料のラジオアプリです。

LoopTubeはYouTubeをループ再生できるアプリです。好き
なキーワードを登録すれば、キーワードに沿った動画が自動で
連続再生されます。

無 料

便利アプリ

●株式会社イー・フュージョン

無 料

DriveSuite4car

無 料

(ユーティリティ)

●クラリオン株式会社

最新アプリは、
Smart Accessでチェック！
20 www.clarion.com

iPhoneの「Smart Access」
アプリ上では、
「News4car」
「Weather4car」
「Calendar4car」
「Gallery4car」のアイコンが表示されます。

News4car

●クラリオン株式会社

●クラリオン株式会社

iPhoneで撮った写真をナビゲーション上
でスライドショーとして楽しめるアプリで
す。旅先で撮った写真も車の中でスライド
ショーとして楽しむことができます。

(ニュース)

iPhone上で登録したニュースソースから最
新ニュースを表示します。また、車内でチェッ
クした記事をお気に入りに登録し、後で確認
することが可能です。

Calendar4car

（カレンダー）

●クラリオン株式会社

Googleカレンダー※と同期しクルマの中で
快適にスケジュールを確認できます。また、日
数の表示リストをタッチすればイベントの詳細
も表示されます。 ※ Google アカウント必要

Weather4car
(天気予報)

●クラリオン株式会社

登録した主要都市最大5ヶ所の天気予報
を5日分表示します。常に最新の天気予報
情報を取得し、最高/最低気温や降水確率
の表示も可能です。

ナビ・オーディオアクセサリー

※走行時は、安全のため動画は表示されません。音声再生のみになります。

DriveSuite4carは「News4car」
「Weather4car」
「Calendar4car」
「Gallery4car」を
一つにまとめたユーティリティアプリです。

Gallery4car
(スライドショー)

iPhone単独でも
使用できます。

便利な機能を使いやすくまとめたアプリ
「DriveSuite4car」
アンプ／サブウーファー

ListenRadio
NEW
(リッスンラジオ「リスラジ」）
●株式会社エムティーアイ

※ナビ連携時はコメント返信
や近況アップデートは
行えません。

※ナビ連携時は返信は
行えません。

動画アプリ

スピーカー

iPhone単独でも使用
でき返信する事もできます。

音楽アプリ

オーディオ(
レシーバー)

OBD2専用モジュール「DriveMate Connect」
（別売）を
使って車の情報を送信することでエコドライブをサポート（発
進のスムーズさ等を判定）。平均燃費、瞬間燃費はもちろん区
間燃費の計測、またアクセルオフ走
行距離の計測など、エコドライブに
必要な情報を知ることができます。

無 料

※ アプリは無料で提供されておりますが、サービスの
ご利用は別途有料となります。

カー専用アプリ

●株式会社カーメイト

無 料

music Chefは、音楽ナビゲーター“シェフ”が、
ドライブ時の
季節や場所、走行状況などの情報からあなたにぴったりな楽
曲をレコメンドしてくれる、
ドライブのための音楽ナビゲーショ
ンサービス。
“シェフ”を選ぶだけで、
豊富なラインナップから楽曲をレコ
メンド。今まで体験したことのない心
地良いドライブ空間を、あなたにお
届けします。

ナビ機能一覧

カー専用アプリ

●TuneIn, Inc.

全 世 界70,000局 以 上 のラジ オ局 の 放 送 を 楽しめます 。
iPhoneにプリセットしたお気に入りの放送局の一覧を呼び
出して、簡単に選局することが可能です。

●株式会社ETスクウェア

CCA-657-500

8,000 円

TuneIn Radio(インターネットラジオ)
ナビオプション

下記の手順でアプリを起動します。

別途オプションユニット
（Palmer Performance
Engineeringのホームページをご確認ください）
の
購入が必要となります。
また、適合車種をご確認の
上ご購入ください。

iPhone単独でも
使用できます。

※ iPhoneに表示されてい
る画面は、
Clarionのオリジナル画
面によるイメージです。

アプリメニュー画面

あなたのクルマの状況をリアルタイムで表示する車両情報アプ
リです。さまざまなゲージで変化していく車両の状況を把握で
きます。

リアビジョンカメラ

iPhone側で「Smart Access」を起動すると
使用できるアプリが表示されます。選択したアプ
リはApp Store経由でダウンロードされます。

App
Store

※

●フリックテック株式会社

NX713 NX613 NX712W

アプリ使用方法

ナビ連携アプリを統括管理する
「Smart Access」。

渋滞ナビ(渋滞情報）

対応機種

カー専用アプリ

SD AVライトナビゲーション

iPhone連携でアプリをナビからコントロールして手軽に使える「Smart Access」。

渋滞情報アプリ

SD AVナビゲーション

iPhone連携（iPhone4S／iPhone4）

最新アプリは、Smart Accessの「オススメ」でNEWと表示されます。
今後も続々対応アプリが登場!
※記載されているアプリの会社名、製品名などは、該当する各社の商標または登録商標です。 ※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。 ※安全のため走行中一部画面が表示されません。停車中にご利用ください。 ※専用アプリは、順次リリースの予定です。 ※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。契約携帯電話会社の料金プランなどをご確認の上、
ご利用ください。
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新しくなったユーザーサイトで、ドライブがますます面白くなる！
リンクする無料の地図情報コミュニティ。
ドライブ前におでかけのプランを
立てたり、口コミ投稿などブログ感覚でユーザー同士が思い出を

iPhone

Android

無 料

を設定する手間も省けるほか、目的地のブックマークも可能です。また、NaviConの地図を動かすと、ナビ

●「道の駅サーチ」アプリの場合

アプリで行き先を探す

■ 楽しさが広がる検索機能

ワンタッチで目的地設定

①
「スポット検索」から、
お好みの検索方法で
検索します。

ぴたっとスポット
自宅で
ドライブプラン
を立てる

経由でナビに転送し、ナビが目的地までドライバーを誘導します。運転時にあらためて目的地
も連動して動き、
ドロップしたピンの地点を目的地として転送、設定ができます。

●株式会社デンソー

多彩なコンテンツで、あなたのドライブを
サポートします！

自宅でじっくりドライブ計画

４つの簡単な質問に答えるだけで最適なスポットを
お知らせします。

(例)

「中部地方」→「静岡県」→
「特産物販売等」→「朝霧高原」

観光動画

カーナビで道案内開始！

NaviConが起動し、スポットが目
的地として設定されます。地図下部
の[ピンを目的地に]ボタンを選択
することで、簡単にナビの目的地と
して設定できます。

ナビオプション

TVで紹介された話題の
スポットが探せます。

http://smart-acs.com/

リアビジョンカメラ

ドライブプランやルートシミュレーションなど、
ドライブの準備ができる！

質問に答えてスポットを
見つけられます。

グルメ・レジャー、温泉やゴルフ場、地域別の観光名所など、対応アプリで見つけたスポットを「NaviCon」

「Smart Access」サイトからからアクセスできます。

共有したり、旅をもっと楽しくするサイトです。

＜ぴたっとスポット＞ ＜TVサーチ＞

対応機種 NX713 NX613 NX712W

NX613

日本各地の約３０００ヶ所の観光スポットを動画で閲覧できます。

NaviConの地図を動かすと、ナビも連動し
て動き、
ドロップしたピンの地点を目的地と
して転送、設定ができます。

②
「朝霧高原」を選択したら
右上のボタンを選択。

■ おでかけしたくなる情報

スポット特集

SD AVライトナビゲーション

クラリオン地図情報サイト「Smart Access」はインターネットとカーナビを

スマホで見つけた目的地を「NaviCon」経由でワンタッチ設定

対応機種 NX713

SD AVナビゲーション

NaviCon対応 iPhone連携/Android連携

クラリオン地図情報サイト

四季折々、旬の情報等が満載

おでかけに役立つコラム集

ナビ機能一覧

おでかけマガジン

渋滞を予想してルート作成

③ つづいて、転送先で
「NaviConへ送信」を選んでタッチ。

■ カーナビと連携する役立つ便利機能

ＭＹツアー

エコドライブ履歴
ナビに蓄積したエコデータを、サイトに転送し、
パソコンからエコ運転度をチェックできます。

iPhoneの接続方法
●

iPhone 5の場合

●

オンライン連携
「目的地」を設定できます。また、目的地までのルートを作成。
出発時当日の渋滞状況を考慮し、目的地推定到着時間
を教えてくれます。

iPhone 5

お気に入りに登録したスポット情報や、作成したコースをカーナ
ビに携帯電話※またはUSBデータ通信モジュール（別売）経由
で転送できます。
※Bluetooth®搭載携帯電話が必要です。
USBデータ通信モジュール詳細については、
ナビオプションページをご覧ください。

iPhoneの
同梱USBケーブル

延長USBケーブル

iPhone 4S / iPhone 4の場合
ビデオ対応iPod
接続ケーブル（別売）
CCA-750-500

iPhone 4S
iPhone 4

延長USBケーブル

※Android OS 4.0以降に対応

ＳＤカードからデータ読み込み

●「旅のしおり」を表示

気軽にアクセス。会員登録（無料）で、さらに楽しく！

「Smart Access」サイトにアクセスすれば、始めての方でも、役立つ情報をご利用できます。
会員登録すると、地図への投稿やドライブプランの共有ができ、活用の幅が広がります。
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撮った写真はGPSを利用
して撮影地点が地図上に
マーク
●「旅の思い出」
をメンバーと共有
●

希望小売価格

8,000 円（税別）

Android※

多彩な人気アプリと連携（対応アプリ：330個以上※） ※2013年12月現在
まっぷるマガジン

無料

ことりっぷ

NeighborFood G

無料

無料

まっぷるのおすすめ情報をぎっしり収録した、
ガイドブックの
大定番『まっぷるマガジン』の電子書籍アプリです。
●株式会社マップル・オン

女性が週末に行く小さな旅を提案する電子
ガイドブックアプリです。
●株式会社マップル・オン

ぐるなびに掲載されている近くにあるレストランを簡単
に検索できます。
●株式会社デンソーアイティーラボラトリ

ラーメンマップ

ファミレスマップ

道の駅サーチ

無料

地図上でラーメン店を探すことができるシンプルな
アプリケーションです。
●Yohei Sato

有料

最寄りの日本全国の主要なファミレス・チェーン
店を地図表示することができます。
●株式会社デジタルアドバンテージ

有料

写真や豊富な施設情報で
「道の駅」
を紹介する
ドライブが楽しくなる
「道の駅」検索アプリ。
現在地周辺を検索して地図上に表示出来ます。
●クラリオン株式会社

※NaviConは、株式会社デンソーの登録商標です。 ※詳しくは、
ホームページをご覧ください。http://navicon.denso.co.jp/user/support/
※記載されているアプリの会社名、製品名などは、該当する各社の商標または登録商標です。
※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。
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ナビ・オーディオアクセサリー

投稿されたスポット
情報がすぐ地図上に
表示される

CCA-750-500

スマートフォンのBluetooth®を使い、
ナビ本体と接続する事ができます。

●「Smart

ルートを
ナビに
転送する

Access」サイトに
写真やコメントを投稿
●「Smart Access」サイト
投稿スポット検索

● 別売オプション
ビデオ対応iPod接続ケーブル
アンプ／サブウーファー

ルート情報をカーナビに転送

iPhoneの
同梱USBケーブル

延長USBケーブル

Androidの接続方法
旅の途中では、iPhone専用
無料アプリを活用しよう。

iPhone 4S
iPhone 4
スピーカー

地図上から直接スポット写真をクリックし
「出発地」
「経由地」

オーディオ(
レシーバー)

ピクチャービュー™と連動し、スポット情報をカーナビに表示。

AV& iPod／iPhone

SD AVナビゲーション

NX713/ NX613/NX712W

多彩なメディアとつながる。ドライブがもっと楽しくなる。

SD AVライトナビゲーション

Bluetooth®対応で音楽再生や通話が楽しめる

iPod／iPhoneを手軽に、思いのまま楽しむ

Bluetooth®ハンズフリー通話

iPod／iPhone USB接続

リアビジョンカメラ

本機に登録後、Bluetooth ®に対応した携帯電話と接続すればハンズフ
リー通話が可能に。走行中でもハンドルを握ったまま安全に通話ができ
ます。 また、 2台以上登録すれば、 2台同時待ち受けも可能です。

お手持ちのiPodやiPhoneをUSB経由で接続すれば、カーナビ画面上で
直接操作しながら音楽を楽しめます。ビデオ対応iPodケーブルを使えば、
動画の再生※も可能。さらに、iPodやiPhoneに取り込んだジャケット写真
を画面に表示できる「アルバムアートワーク」にも対応しています。
※iPhone 5は音楽再生のみ

ワイヤレス

ビデオ再生画面
別売ケーブル接続で、iPodのビデオ再生ができます。

Bluetooth®オーディオストリーミング
本 機 に 登 録 後 、A2DP/AVRCPプロファイル対 応 によりBl u e t o o t h ®
搭載のポータブルオーディオや携帯電話からストリーミングで楽しめます。

ナビ接続時、iPod/iPhoneを充電します。

iPodビデオを再生するには、別売接続ケーブルが必要となります。
ビデオ対応iPod接続ケーブル

CCA-750-500

8,000 円

AV-Navi用VTRケーブル

※本機はBluetooth®機能を有する携帯電
話の全ての接続を保証するものではあり
ません。接続可能な携帯電話の情報は、
弊社ホームページ
（http://www.clarion.
com/jp/ja/support/connection/
index.html)をご覧ください。

CCA-657-500
希望小売価格
（税別）

3,000 円

接続ケーブル詳細は、
P49、
ナビアクセサリーページをご覧ください。
接続可能なiPod/iPhone機種は
Clarionホームページhttp://www.clarion.com/jp/ja/support/connection/index.htmlをご覧ください。

ドライブ中にCD楽曲を最大4倍速で録音
接続
USB

お兄さんは

Rockを

わたしは

アニメソングを

◎ NX713、
NX613、
NX712Wに同梱4GBの
SD/SDHCメモリーカードで約1,000曲の
録音ができます。
※1 1曲4分として換算。16GBのSDHCメモリー
カード使用時。

タイトル情報オンライン取得

SDHCメモリー
カードスロット

SDHCメモリー
カード

※Gracenote®は、
Gracenote社の登録商標です。Gracenoteロゴおよびロゴ標記および
"Powered by Gracenote"ロゴはGracenote社の商標です。

家で録画したTV番組を楽しむ
DVDビデオ再生（DVD-VRモード対応）
映画やライブなど、市販のDVDビデオタイトルをはじめ、自
宅でDVD（VRモード対応ディスク）に録画した地デジ番組
も、愛車の中で高画質に楽しめます。

PCで保存の音楽と動画を再生

USBメモリー再生
USB端子との接続で、
(MP3/WMA/AAC)・ 動画
(MPEG-4/WMV/H.264※)
ファイルを再生できます。 全
てタッチパネルで操作でき手
軽に楽しむ事ができます。

※画面はNX713/613です。NX712Wの場合、
再生できる最大画素数は640×480です。
画面サイズの切替機能はありません。

NX712W

■「純正ステアリングリモコン」対応
車両に搭載の純正ステアリングリモートコントロールで

オーディオの音量やプレイリストの選択などを手元で操
作できます。

※ ナビでの設定が必要となります。

ナビ・オーディオアクセサリー

CD再生時にタイトルが無い場合、Bluetooth®携帯電話もしく
は USBデータ通信モジュールでデータベースへアクセスすれば、
楽曲タイトルを取得すること
ができます。
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※H.264は、
NX713/NX613のみ対応

アンプ／サブウーファー

J-POPを

P C で 保 存 し た 音 楽(M P 3 / W M A / A A C )・動 画
(MPEG-4/WMV/H.264※ )ファイルを再生できます。
全てタッチパネルで操作でき手軽に楽しむ事ができます。

スピーカー

JAZZを

お母さんは

SD/SDHCメモリーカード再生

NX713/613

家族みんなで「MYカード」を楽しむ
お父さんは

本体スロット

本体スロット

SDミュージックキャッチャー

PCで保存の音楽・動画をSDカードで楽しむ

オーディオ(
レシーバー)

本体スロット

USB接続

最大4,000曲※1のCD楽曲をSD/SDHCメモリーカードに録
音できます。常時4倍速の高速同時録再により、CDを聴きなが
らちょっとしたドライブで
も録音ができます。

Bluetooth®対応の
携帯電話、スマートフォン

ナビ機能一覧

希望小売価格
（税別）

ナビオプション

音楽再生画面

同梱
マイクロフォン

※ H.264は、
NX713/NX613のみ対応

ステアリングリモコン専用ケーブル詳細は、
ナビオプションページをご覧ください。
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サ ウンド

SD AVナビゲーション

NX713/ NX613/NX712W/NX513

いい音を究め続けたクラリオン独自の音響テクノロジー
サウンドリストアラー
サウンドリストアラー

こだわり、独自のノウハウ、音響テクノロジーを

Sound Restorer

AVナビゲーションへ集約。だれもが心地よく感じる

圧縮により失われた高域信号を再生成し、
圧縮オーディオを高音質化

サウンドクオリティには、クラリオンが培ってきた
音響技術「インテリジェントチューン」という確かな

MP3やWMAなどの圧縮オーディオフォーマットは、データ量を軽くす

アドバンテージが息づいています。

われています。
「サウンドリストアラー」によって失われた高域信号を再

● サウンド設定を一括操作できる「新メニュー画面」
音場設定

グラフィックEQ

生成し、圧縮する前の原音に近い状態に復元することで、より豊かなク
オリティで再生することが可能になります。

音質・音量設定

●

サウンドリストアラー

Virtual Stage Enhancer

音響技術(Ｉｎｔｅｌ
ｌ
ｉ
ｇｅｎｔＴｕｎｅ)を一括でＯＮ/ＯＦＦできます。

Vocal Image Control

迫力あるヴォーカルを目の前や、任意の席にコントロール
音量バランスを制御することでヴォーカルの定位を前後左右に移動し
ます。音質や臨場感を損なうことなく、ヴォーカルの定位を任意の位
置に調整することができます。
●

ヴォーカルイメージコントロール
ヴォーカルの音像

ヴォーカルの質感と前方定位を保持しながら、 音源から抽出したサラ
ウンド成分によって臨場感溢れる音場を創出。 運転席付近に滞留し
ていた音が車室内全

音圧［dB］

Graphic EQ

多彩なサウンドテイストを6モードで操るイコライザー

圧縮
時間［sec］

臨場感あふれる音場を車室内に創出するグラフィックEQ。音楽のジャ

補完されたファイル

音圧［dB］

音圧［dB］

補完
時間［sec］

時間［sec］

ンルに合わせて、サウンドテイストをBass.B/ High.B/ Acoustic/
Impact/ Smooth/ Flatの6つ
のモードで切り替えることができ

体へ広がり、クラシッ

※ 画像は、音声ファイルをイメージしたものです。

ます。また、細やかな調整ができ

ク音楽をホールで聴い

る音質設定も装備し、より思いど

ているかのような臨場

バーチャルバス
バーチャルバス

おりのサウンド設定が可能です。

感を表現します。

Virtual Bass

OFF

ヴォーカルイメージ

まるでサブウーファーを追加したような
迫力ある重低音を放つ

ボリュームスムーサー
ボリュームスムーサー
Volume Smoother

口径の小さいスピーカーでは重低音を十分に再生することができず、

音楽の再生音量を自動調整し、
ボリューム操作の煩わしさを軽減

迫力に欠けた音になりがちです。
「バーチャルバス」は音響心理学に基
づき、重低音の倍音成分を付加することで、スピーカーで再生できない

曲から曲へと変わる際や、テレビ放送が番組からCMへ変わるときな
ど最適な音量に自動調整します。車速連動ボリューム機能を併用する

重低音を増強することができます。小型スピーカーでもサブウーファー
を追加したような迫力のある重低音が楽しめます。
アンプ／サブウーファー

ことでボリューム操作の煩わしさ
をより軽減し、
ドライバーの安全運
転をサポートします。
ボーカル
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ボリュームスムーサー OFF

ボリュームスムーサー ON

サラウンド

●

ソース間の切り替わりの際、
急に音量が変化

最適な音量を自動調整し
キープします

バーチャルバス
Missing fundamental

小口径スピーカーの周波数特性
音圧［dB］

サラウンド

地デジ放送

ナビ・オーディオアクセサリー

矢印ボタンを押してカーソルのポイン
トをお好みの位置へ設定します。たと
えば助手席側にヴォーカルを定位させ
ボタンを押
るときは、フロントの
してメモリーを「F6」ポイントに移動。
のボタンを押して
さらにレフト
「L6」ポイントに移動すると、定位が移
動できます。

DVDビデオ

ボーカル

基本音が鳴っている様に感じる
音圧［dB］

助手席側にヴォーカルを
定位させる場合の操作例

スピーカー

ON

圧縮されたファイル
MP3/WMA 96kbps

オリジナルファイル

オーディオ(
レシーバー)

ヴォーカルが記録されているセンターの中域成分を音源から抽出し、

コンサートホールにいるような臨場感、サラウンド・サウンドを
創出するバーチャルステージエンハンサー

グラフィックEQ
グラフィックEQ

ナビ機能一覧

ヴォーカルイメージコントロール
ヴォーカルイメージコントロール

NX713
NX613

周波数［Hz］

バーチャルステージエンハンサー
バーチャルステージエンハンサー

SR on

ナビオプション

SR off

NEW

リアビジョンカメラ

るために圧縮処理が施されており、原音に含まれていた高域信号が失

SD AVライトナビゲーション

カーオーディオ分野で長年培ってきたサウンドへの

低音不足
周波数［Hz］

※ このページの画面は全てNX713/613の画面となります。

周波数［Hz］

www.clarion.com
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地図 / 表 示 / 誘 導

SD AVナビゲーション

NX713/ NX613/NX712W

見やすさ、タイミング、きめ細かい数々のサポート。
高速道誘導

目的地にピンポイント誘導

適切誘導ポイント

左折右折レーンから道幅までしっかり認識。

はじめての街を運転するのが不安な一般道でも、
あなたをしっかりナビゲートする気くばり機能が
充実しています。

広大な施設の目的地でも出入口を迷うことなく誘導します。また、地図
差分更新を行うことで新しい施設にも対応。これからは目的地付近で
終了という心配はありません。
（約370万件収録）

SD AVライトナビゲーション

一般道誘導

高速走行時でも分りやすい誘導

高速JCTイラスト

迷いがちな高速の入口や目的地にもっとも近い出口の

高速の分岐点ではリアルな 3D表示で確実に誘導します。

誘導、目的地まであなたを迷わせない。至れり尽くせりの
機能でストレスフリーな高速道運転をサポートします。

広大な施設でも・
・
・
リアビジョンカメラ

複雑な交差点もリアルで分りやすい

複雑交差点イラスト

複雑に入り組んだ交差点も、分かりやすくガイドします。
ナビオプション

目的地施設
目的地に、より近くに降りられる

スマートIC対応

便利なスマートIC利用時もスムーズに誘導
します。
ナビ機能一覧

直進時、左折右折レーンを避ける
オーディオ(
レシーバー)

直進誘導レーン案内

矢印で次の交差点の正しい走行レーンを促
します。

混雑時も安心のレーン誘導

分かりやすく、迷わない

SA、JCT、出口の情報を表示

初めての道路で分かりにくく、入りづらい高
速の入口もおまかせください。

豊富な情報表示で快適な高速走行をアシスト
します。

ETCレーン表示

ジャストタイミングの音声案内

幅の狭い道でもしっかり誘導

交差点の直前で左折・右折をタイミング良く
「ここを左（右）です」と音声で案内するの
で 、通り過 ぎる心 配 が
ありません。
ここを左です

出発地点や目的地周辺では、道幅が5.5m
に満たない街路まで表示・誘導。大きな幹線
道路にとらわれて、遠回りを指示されること
もありません。

左折・右折の誘導音声案内
2Dマップや3Dマップ他、2画面表示にも対応しています。

細街路案内

画面表示※も音声案内も4ヵ国語から選べる

音声案内・画面表示は日本語、英語、中国語、韓国語から選択できます。

ナビ・オーディオアクセサリー

視認性にこだわった4種類の
「地図カラーバリエーション」

英語

28 www.clarion.com

中国語

※ 地図画面表示、目的地検索の施設リスト、
オーディオ画面の情報表示など一部の表示は言語切り替えの対象となりません。

韓国語

アンプ／サブウーファー

選べる地図バリエーション

ハイウェイモード

スピーカー

ETCゲートの位置を
事前にお知らせします。

高速入口

※画面は NX713の画面となります。

www.clarion.com
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目 的 地 検 索

SD AVナビゲーション

NX713/ NX613/NX712W

目的地に応じて、ゆきとどいた多彩な検索機能
TVサーチ

人気店やスポットを探すのに便利

目的に応じた便利機能

ジャンル/キーワード検索

ピクチャービュー™
ドライブ中に近くのレストランや施設などのスポットを写真で表示。
気になるスポットの写真をタッチするだけで、 電話番号や営業時間な
どのガイド情報を表示します。 まるでガイドブックをめくるように気
軽に寄り道を楽しめる機能です。

「食べる・飲む」
「泊まる」などの約1,300ジャンルから
検索したり、あいまいなキーワードから目的地を探すこと
も可能です。

お好みブランド指定検索
設備情報をアイコン表示

取引のある銀行、よく使うコンビニやガソリ
ンスタンドなど、固有のブランド（屋号）を指
定して施設を検索できます

リアビジョンカメラ

日本全国のTV 番組（約80番組）で紹介されたスポットをカーナビ上
で手軽に検索。番組名から検索し、お目当てのスポット情報を参照で
きます。また、Web サイトか
ら 定 期 的 に 最 新 情 報（ 月1
回更新）をダウンロードすれ
ば、話題のスポット巡りもい
ち早く楽しめます。

「遊ぶ・見る」
「食べる・飲む」
「泊まる」

SD AVライトナビゲーション

TVで話題のスポット・MAPPLEガイド検索

昭文社「MAPPLE ガイド」の
データを100冊分以上
（約8万件）収録！

「スーパー銭湯」が思い出せなくても…

寄り道が楽しくなる、“ルート沿い”ボタン
目的地へ向かうルート沿いに点在している、
スポットを表示。寄り道してみたいお店・施設が
手軽に選べます。

でも…
※ピクチャービューでは約8万件の中から写真付きの
約4万7千件の施設を利用します。
MAPPLEガイドデータは、
株式会社昭文社の
登録商標または商標です。

決められた目的地の電話・住所から一発検索

住所検索

電話番号検索
電話番号から全国の施設・お店を検索でき
ます。個人宅のピンポイント検索にも対応。

「近隣県」キーを押
せば、近隣 都 府 県

施設名称から探せる

「ジャンル名入力」を押す

「ふろ」と入力

「スーパー銭湯」が表示

施設名称から、スムーズにリストアップ

駐車場ニアピン検索

地名/施設名称から検索

目的地周辺に点在する駐車場をまとめて検
索できる、駐車場ニアピン検索。面倒な駐車
場探しをしっかりサポートします。

地名や施設名を入力すると、該当する項目がリス
トアップ。選択するだけで目的地に設定できます。

予測候補も
表示します。

に限 定したリスト
表示も可能です。

ドライブ途中、自車周辺の情報を知る

周辺検索

ルートサイド検索
走行ルート沿いに点在する施設を、近い順から
リストアップ。車線のどちら側にあるのかも確
認しながら探せます。

コンビニ、ガソリンスタンド、
ファーストフードなどの
設備情報をアイコン表示！

過去の履歴から

カンタン一発検索

まだまだ充実！便利な検索機能
●「WEBサーチ」
全国から「Smart Access」の地図情報サイトに寄せられた投稿データを、
カーナ
ビから検索※可能。
お店やメニューの写真、
レビューを確認することもできます。

履歴検索
過去に検索した目的地データからすばやく選んで検索できます。

※データ検索には、Bluetooth®搭載の携帯電話またはUSBデータ通信モジュール
（別売）
が必要です。

●「マップコード検索」
マップコード対応のカーナビ同士で位置情報を交換する場合に便利です。
●「緯度・経度検索」
緯度・経度の数値を入力することで、目的地を検索することができます。

車線のどちら側に
あるのかをアイコン表示！

自宅に帰る

●「郵便番号検索」
7桁郵便番号入力でエリアを特定のうえ、目的地を検索できます。

ナビ・オーディオアクセサリー

「登録地リスト」過去に
検索した目的地を最大
400件まで登録し、
スグに呼び出せます。

●「QRコード連携」
2次元バーコード（QRコード）で携帯電話に情報を転送。
●「近隣県都府県絞り込み検索」
住所検索時に「近接県」キーを押せば、近隣都府県に限定した
リストのみを表示可能。

ワンタッチで自宅までのルート案内を開始できます※。※事前登録が必要です。
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アンプ／サブウーファー

目的地の周辺にある宿泊先や観光名所の駐車場周辺検索、
走行中に立ち寄りたくなったコンビニなどをスムーズに検索
できます。

スピーカー

ドライビング中、立ち寄りに便利

オーディオ(
レシーバー)

住所から目的地を設定します。 地名を正確に覚えていな
くても、 一部の入力で候補が現れるので検索も容易です。

ふろ

と入力すれば

ナビ機能一覧

電話や住所から探せる

ナビオプション

■ ジャンル名が分らないときは「キーワード検索」

31

索

NX713/ NX613/ NX712W

SD AVナビゲーション

探

渋滞回避、省エネルート、リアルタイムな情報でかしこく目的地へ。
環境にやさしいルートを素早くサーチ

目的地までのルートを多彩にサーチ

選べる最大５ルートを表示

省エネルート探索

複数ルート探索

目的地までのあらゆるルートの中で、もっとも少ない燃料で走れて、
結果的に節約できるルートを探し出す「省エネルート探索」。もちろんガ
ソリン代の節約だけでなく、走行中に排出されるCO2削減にも貢献す
る、地球とドライバーにやさしい機能です。

目的地までのルートを最大5ルートまで同時検索。時間・料金
などの条件に合うルートを選択できます。

有料優先

「リアルタイムの交通情報」が分かる

◎プローブ
交通情報を表示
（渋滞
）
（混雑
）

統計予測情報

プローブ推定
補完技術
長期・短期
予測技術

プローブ
情報

リアルタイム予測情報
プローブ現況情報
VICS
センター

VICS現況・予測情報
プローブ現況・予測情報

プローブ情報から
生成された
「交通情報」

携帯電話※

ナビオプション設定
■ ビーコンVICS表示

光・電波ビーコンユニットを接
続すれば、地図上で渋滞・混
雑・事故・規制情報を表示す
る事ができます。
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VCB990

カーナビ

■ ITSスポット対応(DSRC)

交通安全、渋滞対策、環境対策など次世代の道路スマートウェイと呼ばれるサービス
「ＩＴＳスポット」 にも対応。さらに高速・大容量通信の情報取得が可能になりました。

DSC012
DSRCユニット／光・電波ビーコンユニット詳細は、
ナビオプションページをご覧ください。

※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 にて公開しております。

常に渋滞状況が分かる
「オンライン交通情報探索」
独自のプローブ情報
走行中のタクシーから集めたプローブ情
報 ※を用いて生成された「交通情報」を、
Bluetooth ® 携帯電話またはUSBデー
タ通信モジュール（別売）経由でナビ本
体に配信。 最新の交通情報をオンライン
で活用することで、365日・24時間、リ
アルタイムでの渋滞回避が実現します。さ
らに、現時点でのプローブ情報がない道
路についても、過去の統計情報と周辺道
路の状況を利用した「プローブ推定補完
技術」により、広範囲かつ安定的な交通
情報の提供を可能としています。
※ 車両位置・時間情報など
※ 現在、プローブ情報を収集している地域
は東京23区内のみです。

適合したBluetooth®携帯であれば、
あとは携帯電話のキャリアを登録するだけのカンタン設定。
また、
オンライン交通情報探索のサービス自体は無料のため、
携帯電話の通信費
（パケッ
ト料金）
のみで利用できます。
※Bluetooth®携帯電話またはUSBデータ通信モジュール
（別売）
が必要です。
また、
携帯電話の通信費
（パケット料金）
はお客様のご負担となります。
※パソコン等をインターネットに接続する場合と同じになるため、
パケ・ホーダイ、
ダブル定額、
パケット定額等の携帯電話向け各種定額料金サービスの適用外になります。
パソコン通信用の定額プランをご確認ください。
※au WINはパケット料金以外にインターネット接続サービス
（au.net）
の別途利用料が必要になります。
※収集するプローブ情報は車両位置
（緯度・経度）
、
時刻などで、
これらのデータが統計処理され、
交通情報が生成されます。
個人情報を特定するものではありません。
※パケット料につきましては、
目的地までの距離や交通量、
自動取得設定時間などにより異なるため、
目安金額は表記しておりませんのでご了承ください。

www.clarion.com
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ナビ・オーディオアクセサリー

新しい交通情報にも対応。道路状況をより詳しく快適に

ルート学習機能

アンプ／サブウーファー

タクシー

情報蓄積中

よく通る道をナビが覚えてくれる

スピーカー

交通情報センター（日立）
VICS現況情報

ぬけみちは紫色
で表示されます

ルートガイド中に表示させたいガイド表示やメッセージ音声ガイダンスの
内容などは、それぞれドライバーの必要に応じて細やかに設定できます。

いつも利用する道を覚えベストな道を提案する「学習ルート」。例えば
自宅周辺のルートで、
ショートカットコースをある程度利用し続けると、
そのコースを優先して案内するようになります。

ぬけみち表示
人気の昭文社『マップル渋滞ぬけみち道路地図』を収録した
「MAPPLEぬけみちデータ」機能。ぬけみちを、わかりやすい紫のラ
インで表示します。

ルートガイドの内容を自在にカスタマイズ

ルートガイド詳細設定

リアルタイムの交通情報で、突発的な事故渋滞も回避。VICS情報が配
信されていない自宅周辺の出発時でも、現在の渋滞状況が分かりま
す。さらに、スムーズに走れるルートでガソリン代が節約できるなど、
安心かつ快適なストレスフリードライブを実現します。

◎VICS情報
（渋滞
）
（混雑
）

ルート情報から走行距離や通行料金・到着予想時刻を
確認でき、ルート上に経由地を追加する事もできます。
また、よく行くルートは5ルートまで登録できます。

オーディオ(
レシーバー)

渋滞を賢く回避する

一般道路を優先し、目的地までの距離が短いルート

ナビ機能一覧

オンライン交通情報探索
＜ルート選択の基準＞ 基礎消費（アイドリング）、
転がり抵抗、高低変化、空気抵抗、加減速など

一般道路を優先し、所要時間が短いルート

距離優先

ナビオプション

ルートシミュレーションを行えば、実際の走行ルートが確認できます。

＜有料優先＞ 高速道路を優先的に使用、目的地までの
所要時間も短いルート

●「省エネルート探索」で見つかるルート

一般優先

ルート確認・登録

多少遠回りだが平坦な道

● 標準ルート探索で見つかるルート

過去の渋滞統計データと最新の VICS情報を組み合わせ、渋滞を高精
度に予測しながらルートを探します。

有料道路を優先し、所要時間が短いルート

一般（省エネ） 一般道路を優先し、燃料消費が少ないルート

近いが高低差が有る

渋滞考慮ルート探索

リアビジョンカメラ

有料（省エネ） 有料道路を優先し、燃料消費が少ないルート

速いが遠回り

過去の統計データから渋滞を予測

SD AVライトナビゲーション

燃料を上手に節約できるルート

