SD AVライトナビゲーション

NX513
SD AVナビゲーション

ナビ・AVがさらに充実機能。こだわりの使いやすさ。

基本機能と情報がつながり、ドライブがさらに楽しくなる。
快適操作の「フリック・オペレーション」
指で上下にスライドすることで、次のメ

カーナビと携帯電話をワイヤレスで接続

ニュー画面をスマートに表示させること

し 、ハ ン ズ フリ ー 通 話 を 可 能 に す る

ができる「フリック・オペレーション」に

Bluetooth®を搭載。
また、Bluetooth®

対応。

搭載携帯電話に収録した音楽の再生も可

SD AVライトナビゲーション

Bluetooth®によるワイヤレス接続
マイク

能で、
ドライブ中に音楽を楽しむことがで

iPod/iPhone、USBメモリー対応
iPod/iPhone※1と接続し、ナビ画面上でタッチパネルでコントロール
することができます。

リアビジョンカメラ

きます。
※携帯音楽再生は機種により再生できないものもあります。対応機種はホームページにて公開を予定しております。

DVD/CD再生
映画やライブなどDVDビデオ再生から、
お持ちのCDまで多彩なエンター

また、USBメモリー※2との接続によ

テインメントを車の中で楽しめます。DivX

り、MP3/WMAの音楽ファイルの
再生が可能です。

ナビオプション

ファイルの動画 再 生も可 能です。また、
DVDレコーダーで録画した番組も楽しめ

● iPod Video再生

● iPod Audio再生

るVRモード（CPRM）にも対応してます。
※ USB、
microSDからのDivXファイルの再生には対応しておりません。

DVD Video

AUX装備
別売ケーブル接続で、
iPod Video再生も可能。

ジャンル・アーティスト名から選択でき、
iPodと同じ感覚で使うことができます。

◎ iPod/iPhoneからのビデオ再生には、接続ケーブルが必要になります。
ビデオ対応iPod接続ケーブル

＜ホームページ＞

CCA-750-500

CCA-623-500

希望小売価格

希望小売価格

8,000 円（税別）

NX513

その他主な機能
● 地図用8GB microSDHCメモリーカード
（内蔵）
● FM-VICS内蔵

NEW

保
希望小売価格 オープン価格※ ○

構成品 ■
 GPSアンテナ ■ フィルムTVアンテナ
■ USBケーブル

microSD Audio再生

リアビジョンカメラ(オプション)対応

死角が生まれます。
クラリオンのリアビ

728色バリアブルカラーキーイルミネーション

ジョンカメラとの連携により、後方の死

ガイドライン表示にも対応しています。
※ 取り付け位置や角度により、
ガイドライン目安表示が
適合しない場合があります。

車載用リアビジョンカメラ
（クラリオン ダイレクト接続用）

RC13D

希望小売価格
保
（税別）○

12,800 円

スマホの画面をナビに映して楽しむ

ニューラインナップ。スマートフォン連携により
iPhoneやAndroidのアプリを楽しめます。

AndroidスマートフォンのHDMI接続では、スマートフォンの画面を

地図データは、130冊分のガイドブックデータを収録した

そのままナビ画面に映すことが可能（AUXモード）。スマホで楽しんで

観光ナビの決定版『マップルナビ5』を搭載。
microSDカード再生が可能。また独自の音響テクノロジー
「インテリジェントチューン」を装備し、AV・サウンドも

※ HDMI接続はAndroid接続でのBluetooth接続が同時に必要となります。接続方法の詳細は、
P36,P37または
Clarionホームページをご覧ください。
※ 本機能中の操作はスマートフォン側からになります。
※ 接続するスマートフォンの機種により、
上下左右に黒帯が表示されます。

楽しみ方は
いろいろ

例えばカメラで撮影した動画も再生できる

コンソールに浮かび上がる輝きが、いつもの
ドライブをスタイリッシュに演出します。

究め続けたクラリオン独自の音響テクノロジー
車室空間を上質なオーディオ空間に変える、クラリオン独自の音響テク
ノロジー「インテリジェントチューン」。目の前に感じるヴォーカルの定
位を前後左右に個々のシートに調整できる「ヴォーカルイメージコント
ロール」をはじめ、圧縮オーディオデータを再生成する「サウンドリスト
アラー」、迫力のある重低音を実現する「バーチャルバス」など、多彩な
サウンドテクノロジーを装備しています。

いい音で楽しむことができます。
スマートフォン連携についての各アプリや使用方法は、
「スマートフォン連携」ページ P.36,37をご覧ください。
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機能詳細は
「Intelligent Tune詳細ページ P.26,27」
をご覧ください。
※ 画面はイメージです。
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ナビ・オーディオアクセサリー

さらに、DVD/CD再生やUSBメモリーによる音楽再生、

いる動画や画像をナビ本体で見ることができます。

車室空間に多彩なカラーライトを放つ728色
バリアブルカラーキーイルミネーションを搭載。

アンプ／サブウーファー

スマホのアプリがナビで使える
「スマートフォン連携」

ます。 PCで保存した音楽をmicroSD

や目視で運転する際、
目の行き届かない

安 全 運 転をいつでもアシストします。

充実の機能を搭載したスマートAVライトナビゲーションの

音楽(MP3/WMA)ファイルを再生でき
カードに保存し楽しむ事ができます。

縦列駐車や車庫入れなどでバックミラー

角を補い視認性を高め、
ドライバーの

Smart Accessを搭載したライトナビ。

AUX Audio

スピーカー

※ 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。
※地図データベース用のため、
本体内蔵の
microSDはメディアとしての使用はできません。
※地図データは、
本体モニターパネル左側部分に
挿入されている本体内蔵のmicroＳＤに入っています。
中のファイルは絶対に消去しないで下さい。

楽や映像の再生が手軽に楽しめます。

2,000 円（税別）

※1 iPhone 5によるビデオ再生は非対応です。
※2 本体に同梱されているUSBケーブルは、
1.5mです。

Smart Accessリンク ワイド6.2型VGA
ワンセグ/DVD/SD AVライトナビゲーション

ディオとの連携が可能。ビデオカメラや
ゲームなどの外部機器と接続すれば、音

オーディオ(
レシーバー)

＜YouTube＞

映像OUT/VTR入力ケーブル

前面AUX端子により、ポータブルオー

ナビ機能一覧

「NX513」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。

SD AVライトナビゲーション

NX513 スマートフォン連携・NaviCon

iPhone
Android

スマートフォン連携で使用できるアプリを一括管理
します。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も入手できます。
１

● Androidの接続方法

「Smart Access」を起動すると使用
できるアプリが表示されます。

Smart Access

3 スマートフォン側でおすすめ連携アプリを

HDMI Micro端子への接続

HDMIマイクロケーブル
（HDMI Micro接続用）
(別売）
CCA-771-500

HDMI端子搭載
スマートフォン

Android

●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。

ニュースアプリ

Calendar4car

Gallery4car

iPhone

（カレンダー）

(スライドショー)

●クラリオン株式会社

●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

HDMIケーブル

HDMI変換ケーブルへの接続 （HDMI変換ケーブル用） HDMI変換ケーブル
(別売）
CCA-770-500

※

(市販品)

HDMI変換ケーブル対応
スマートフォン
■■■■■■■

■■■■■■■■

■■■■■■■■

■■■■■■■■

■■■■

■■■■

無料

(ニュース・マガジン）

Android

■■■■

※ HDMI変換ケーブルにはシガーソケッ
トなどからの電源供給が必要です。

渋滞ナビ

有料

(渋滞情報）

iPhone

●フリックテック株式会社

18カテゴリー、150以
上のチャンネルから最
新ニュースをチェックで
きるニュースブラウザ。

12:30

■■■■

渋滞情報アプリ

Newsflow

無 料

■■■■

対応OS、対応機種: iPhone 4S / iPhone 4
（iOS 5.0~iOS6.1.3以降）
、
Android
（OS 4.0以降）
HDMI等映像出力対応機種 ※iPhone 5には対応しておりません。

●クラリオン株式会社

iPhone

(天気予報)

Android

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。

最新アプリは、
Smart Accessでチェック！

●フリックテック株式会社

高速道路や主要道路の
渋滞状況をすぐに閲覧
できます。

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!

※ スマートフォンの対応機種及びスマートフォンとの接続に必要なケーブルはクラリオンホームページをご覧ください。

ナビオプション

ボタンから連携アプリを
お楽しみ頂けます。

Weather4car

iPhone

(ニュース)

（映像出力使用しません）

4 ナビ本体にスマートフォン
5 ナビの「Smart Access」

※ Android スマートフォンでは
「News4car」
「Calendar4car」
「Weather4car」のみ対応しています。

News4car

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。

ビデオ対応
iPod接続ケーブル
（CCA-750-500）

選びインストールします。

を接続し起動します。

●クラリオン株式会社

リアビジョンカメラ

Google
Play

USBケーブル(同梱品)

映像OUT/VTR 入力ケーブル
CCA-623-500
［別売］

2 ダウンロード後、スマートフォン側で

App
Store

iPhone
Android

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。

(ユーティリティ)

iPhone

● iPhoneの接続方法

初めてご利用になる方は、
「Smart Access」アプリを
スマートフォンへダウンロード。

DriveSuite4car

無 料

接続方法

●クラリオン株式会社

無 料

便利アプリ

SD AVライトナビゲーション

ナビ連携アプリを統括管理する
「Smart Access」。

SD AVナビゲーション

スマホのアプリがナビで使える。

スマートフォン連 携

iPhone & Android スマートフォンアプリ
動画アプリ
(YouTube連続再生）

iPhone

●株式会社イー・フュージョン

無料

PVSTAR＋

有料

(音楽動画再生）

Android

●アスビット株式会社

動画共有サイトの動画を
連続再生、リピート再生が
可能。
「音楽 PV を聴く」
感覚で楽しめます。

※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。

※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。

iPhone

●株式会社エムティーアイ

music Chef

iPhone

(音楽ナビゲーションサービス）

Android

無料

TuneIn Radio

有料

(インターネットラジオ)

iPhone

●株式会社ETスクウェア

●株式会社デンソー

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」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。乗車時にあらためて
目的地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。

●例えば「まっぷるマガジン」アプリの場合

アプリで行き先を探す

無 料
Android

dooonut

(音楽再生プレーヤー）
●株式会社ETスクウェア

ワンタッチで目的地設定

①好みの地域・エリアの
「まっぷるマガジン」を開き、
りんごマークをタッチして、
まっぷるモードをオン。

スマホとナビの地図画面が連動

スマホ上の地図画面を指先でフリックすると、
ナビの地図
画面も連動してスクロールされます。さらに、
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。

※ 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。

SNSアプリ

jigtwi

無 料

Tweet4car

無 料

(Twitter)

iPhone

●クラリオン株式会社

●株式会社jig.jp

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。

使いやすいインターフェー
スを実現した、
シンプルで
わかりやすいTwitterブラ
ウザ。

無 料
iPhone
Android

FB4car

(Facebook)

●クラリオン株式会社

Facebookを利用できま
す。ニュースフィードの確認
や、
「いいね！」やチェックイ
ンも行うことができます。

(燃費計） NEW

無 料
iPhone

DriveMate Meter

(スピードメーター） NEW
●株式会社カーメイト

●株式会社カーメイト

OBD2専用モジュール
「DriveMate Connect」
（別売）を使ってエコドライブ
をサポート。
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OBD2専用モジュール
「DriveMate Connect」
（別売）を使って各種メーター
を表示します。

iPhone 5
Android※
iPhone 4S / iPhone 4
※Android OS 4.0以降に対応

有 料
iPhone
Android

DashCommand™

（車両情報表示）

●Palmer Performance Engineering

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。

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。

まっぷるマガジン

無料

●株式会社マップル・オン
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。

ラーメンマップ

無料

●Yohei Sato
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。

ことりっぷ

無料

●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。

ファミレスマップ

有料

●株式会社デジタルアドバンテージ
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。

NeighborFood G

無料

ナビ・オーディオアクセサリー

iPhone

DriveMate EcoAccel

● iPhone/Android接続方法

スマートフォンのBluetooth®を使い、NX513本体
と接続する事ができます。

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

カー専用アプリ
無 料

③気になるスポット・お店の情報が
見つかったらタッチし、表示メニュー
から「転送」を選んでタッチ。

アンプ／サブウーファー

(Twitter)

Android

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。

②つづいて、転送先で
「NaviCon」を選んでタッチ。

Androidスマホにストッ
クしてある音楽ファイル
を再生します。

全世界70,000局以上
のラジオ局の放送を楽
しめます。

Android

料

スピーカー

あなたにぴったりな楽
曲を人気アーティストの
シェフがレコメンドして
選曲してくれます。

●TuneIn, Inc.

iPhone

無

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。

音楽アプリ
有 料※

スマホで見つけた目的地を「NaviCon」経由でワンタッチ設定

NEW

(リッスンラジオ「リスラジ」）

オーディオ(
レシーバー)

キーワードを入力するだけ
で、関連するYouTube動
画を連続再生します。

ListenRadio

無 料

ナビ機能一覧

LoopTube

無 料

音楽アプリ

●株式会社デンソーアイティーラボラトリ
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。

道の駅サーチ

有料

●クラリオン株式会社
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。

※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。※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。
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NX513

NX513

ナビ機能。おでかけする相手に合わせたスポット検索や、
“見ごろの花”や“旬の味覚”など、
ドライブシーンや季節
に応じてあなたをサポートします。

指先で画面をタッチするスマホ感覚の操作

見やすさに定評のある昭文社の道路地図帳
「スーパーマップル」をベースに、車載機器にお
ける経験と実績を重ねたクラリオンデザインチー
ムが監修・再設計した地図表示です。市街図は
もちろん、案内・表示・誘導まで見やすさと分か
りやすさにこだわってデザインされています。

スマートフォン画面と同じ感覚のフリックに加え、ピンチ操作が可能。2本指で地図を
拡大・縮小できます。また、フリックスクロールでメニュー画面もかんたん操作できます。

クラリオン
監修

■ 操作はカンタン。分かりやすい案内、表示
III
II

IIII

IIII

III
II

IIIII

複雑交差点も分かりやすく案内

表示・誘導

III
II

III
II

交差点や都市高速入口など豊富な案内情報表示は、安心安全なドライ
ブをサポートします。

こんどのマップルナビは「まっぷる おでかけBANK」から選べます。

「ベストドライブ」検索

SA・PAイラスト施設表示

「ご当地グルメ・温泉」検索

全国1,171市区町村の分かりやすい詳細市
街地図を収録しています。10m/25m/50m
のスケールでは、
コンビニなどの施設や駐車
場、一方通行などの詳しい情報まで表現した
詳細地図を表示しますので、初めて訪れる街
でも安心して運転できます。

マップルナビが誇る、豊富な情報！

独自のスポット情報

多彩な方法で目的地まで誘導

出発地から目的地までの最適なルートを「推奨」
「高速道優先」
「一
般優先」から選び、音声ガイダンスします。経由地は５ヶ所まで指定可
能です。

■ MAPPLE観光地情報

ガイド写真

■ おすすめスライドショー

● 雨でもOK
雨の日でも楽しめるスポットを検索してくれます。

ルート上に渋滞表示がでた場合、
「ぬけみち」ボタンが点滅します。
「ぬけみち」ボタンを押すと、
ぬけみちを使ったルートを
再探索します。

IIIII

ぬけみちルートをピンク色で表示

充実の多彩な検索機能

フリーワード・50音検索

「フリーワード検索」に加え、漢字変換が不要な「名称50音検索」など、
目的地の絞り込みがスムーズに行えます。
交通情報ルート探索

分からなくても安心！知っている
「キーワード」
だけでも検索できます

自車位置精度がアップするジャイロ・車速センサー搭載

観光エリアに進入すると、周辺にある「おすす
めスポット」の写真をスライドショーで表示で
きます。

ジャイロセンサー・車速センサーを搭載して、
トンネルや高架下、
ビルの谷間などGPSの受信が難しい場所でも

■ おみやげレコメンド

自車位置の測位精度
が格段に向上。

「自宅」を選択すると、クルマの走っている観
光エリアのおみやげを自動的に表示してくれ
ます。

ぬけみちアシスト

ナビ・オーディオアクセサリー

● ご当地グルメ
● 定番スポット
ここだけは、見ておきたい 旅の醍醐味、ご当地
グルメを収録
定番スポット

約14万枚収録！

渋滞時に便利

アンプ／サブウーファー

観光地スポットを紹介。プラン変更もおまかせ！

● FM-VICS規制を考慮した、交通情報ルート探索
● 目的地までのルートを選べる、複数ルート探索
● 首都高、阪神高速道の距離別料金に対応、
ETC割引考慮料金
● 歩行者が多い道など回避設定できる、
指定エリア回避ルート
● 地図上の渋滞箇所を表示、FM-VICS対応

おすすめ

イチオシ

スピーカー

全国約8万件の「まっぷるマガジン」掲載
ガイド情報を収録。詳細情報はもちろん、
お天気の様子に合わせた観光スポットを
提案します。

ルート探索

おすすめスポットが一目で分かる、
「おすすめアイコン」表示

IIII

ご当地グルメ・温泉ガイドブックに紹介さ
れたスポットやコース・プランをナビで利
用できます。

市街地図
オーディオ(
レシーバー)

ご当地グルメや温泉スポットをかんたん検索

全国SA・PA1370施設と全国道の駅
998施設の情報を記事・写真で紹介。場
内案内やトレイの場所、人気商品や定番メ
ニュー情報、販売コーナーや飲食施設の有
無が一目で分かります。

「まっぷる おすすめ順」
「近い順」
「名称順」の表示選択が可能

渋滞箇所も表示

初めての街でもシッカリ案内

「SA/PA・道の駅」検索

観光地の「見ごろの花」
「季節の魚」
「味覚
狩り」から、シーズンにあった観光スポット
を提案します。

都市高速入口イラスト表示

検索したスポットを
写真で表示

ドライブを楽しくする

「季節のおすすめ」検索
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複数誘導施設表示

家族・カップル・シニア・女性グループ・
女性おひとりさま・男性の中から、ドライ
ブシーンにあった観光スポットを提案し
ます。

ナビ機能一覧

見ごろの花や旬の味覚で選べる

旅の途中でも…

おでかけ相手に合わせたスポットがわかる

「おでかけシーン」検索

昭文社の人気ガイド「まっぷるベストドライ
ブ」シリーズに掲載の全国237のおすすめ
ドライブコースのスポット情報を収録して
います。

検索メニューは、シンプルで大きなアイコン表示。検索結果が写真・詳細
で表示され、行きたいスポットが探しやすく、初めての方でも使いやす
いメニュー画面です。

III
II

おすすめドライブコースから選べる

充実の検索

ナビオプション

おでかけ前に…

目的地の絞込みがスムーズ

リアビジョンカメラ

IIIII

SD AVライトナビゲーション

旅やドライブを盛り上げる情報を満載したレジャー重視の

観光情報、約130冊分の
膨大なデータが
入っているのよ!!

見やすくて分かりやすい地図表示

SD AVナビゲーション

ドライブが楽しくなる！観光ナビの決定版

SD AVライトナビゲーション

III
II

SD AVライトナビゲーション

フリーワード検索

◎ 他にも、
まだある便利な検索機能
● ジャンル検索 ● 電話番号検索 ● 周辺施設検索
● ５０音検索 ● 住所検索 ● まっぷるコード検索

● 施設検索

www.clarion.com
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SD AVライトナビゲーション

NX702W

NX403

高画質×高音質で迫るエントリーモデル。

SD AVナビゲーション

ワイドコンソール車にジャストフィット。200mmワイドモデル。

SD AVライトナビゲーション

SD AVライトナビゲーション
リアビジョンカメラ
ナビオプション

200mmワイド6.8型VGA地上デジタルTV/
DVD/SD AVライトナビゲーション

NX702W

NEW

構成品 ■ GPSアンテナ ■ フィルムTVアンテナ
■ ライン入力ケーブル ■ ライン出力ケーブル

＜ホームページ＞

その他主な機能
● 地図用8GB microSDHCメモリーカード
（内蔵）
※ 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。
※地図データベース用のため、本体内蔵の
microSDはメディアとしての使用はできません。
※地図データは、
本体モニターパネル右側に
挿入されている本体内蔵のmicroＳＤに入っています。
中のファイルは絶対に消去しないでください。

ライトなのに多彩な機能が充実。

車のインテリアにフィットする200mmワイド型。ほとんどの操

スタイリッシュなデザインと充実の機能を搭載したSD AVライト

作をタッチパネルに集約し、メニューやマップなど、メイン機能
のみを押しやすい大型ボタンで配置。使いやすさと美しさを兼

ね備えたスマートフィットデザインです。

ナビゲーション。地図データは、ガイドブック感覚の「マップルナ
ビ4」搭載。安定した地デジ受信を実現する「2アンテナ×2

チューナー」、iPod/iPhone接続をはじめ、MP3/WMAの音
楽データ、m i c ro S D のメディア再 生や
多彩なメディアにも対応しています。

※ 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。
※地図データベース用のため、本体内蔵の
microSDはメディアとしての使用はできません。
※地図データは、
本体モニターパネル左側部分に
挿入されている本体内蔵のmicroＳＤに入ってい ます。
中のファイルは絶対に消去しないでください。

NEW

保
希望小売価格 オープン価格※ ○

構成品 ■
 GPSアンテナ
■ フィルムTVアンテナ ■ AUXケーブル
■ VTR入力(RCA)ケーブル

高画質&高音質の音楽や動画を楽しめる
「多彩なメディア連携」
CD/DVD Videoはもちろん、iPod/iPhoneやUSBメモリー

頼りになる楽しさ満載の観光ナビ
『マップルナビ４』
（’
13年版）
観光情報と写真を豊富に収録したガイドブック感覚の観光ナビ

に保存してあるお気に入りの音楽や動画の視聴、高速CPU採

『マップルナビ4』
（’13年版）を搭載。おでかけの相手に合わ

す。また、Bluetooth 搭載のポータブルオーディオや携帯電

“旬の味覚”など、楽しい検索でドライブ

用で高画質H.264※・高音質FLAC※ファイルにも対応していま
®

話に収録した音楽のストリーミング再生も可能です。※ USBのみ。

せたスポット探しや “見ごろの花”や
を盛り上げます。

ナビ・オーディオアクセサリー

MPEG-4/DivX/DVD Video再生など

その他主な機能
● 地図用8GB microSDHCメモリーカード
（内蔵）

ワイド6.2型VGA地上デジタルTV/DVD
AVライトナビゲーション

NX403

＜ホームページ＞

(DVD)
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アンプ／サブウーファー

シンプルだから使いやすく、美しい。

＜YouTube＞

スピーカー

保
希望小売価格 オープン価格※ ○

「NX403」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。

オーディオ(
レシーバー)

＜YouTube＞

ナビ機能一覧

「NX702W」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。

www.clarion.com
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NX702W/NX403

NX702W/NX403

また、
Bluetooth®搭
るBluetooth®を搭載。

のコースを収録

室空間におけるハンズフリー通話を可能にす

■ おすすめドライブコースから選べる
「ベストドライブ表紙」検索

載携帯電話に収録した音楽の再生も可能で、

ション」機能を搭載。

ドライブ中に音楽を楽しむことができます。

CD/USB 音楽再生

ンをカスタマイズできます。頻繁に使う機能が

市 販 の 音 楽 C D 再 生 は もち ろ ん 、P C か ら

決まっている場合、地図上からもアイコン表示

CD-R/RWやUSBメモリーに取り込んだ音楽

アイコンをドラッグしてショートカッ
トを
変更できます。(※ 画面はNX403です。）

ファイル（FLAC ※1 /MP3/WMA/AAC ※2
フォーマット）も再生ができます。

高画質LEDバックライトVGAディスプレイによ
の動画再生（MPEG-4, DivX, H.264）も鮮

独自のスポット情報

やかなコントラストある画面で楽しめます。

DVDビデオVRモード（CPRM）対応により、DVDレコーダーで録画した地

デジ放送を楽しめます。
（NX403のみ）

● iPod Audio再生

※ NX702Wは、
CPRM非対応のため、
地上デジタルTV放送を録画したDVDは再生できません。
※ NX403は、
映像出力はございません。

ジャンル・アーティスト名から選択でき、
iPodと同じ感覚で使うことができます。

microSD 再生

延長USBケーブル

CCA-750-500

CCA-755-500

希望小売価格

希望小売価格

8,000 円（税別）

1,800 円（税別）

動画(H.264)再生、音楽(MP3/WMA)ファイ

ル を 再 生 で きます 。 P C で 保 存した 音 楽 を

複雑交差点も分かりやすく案内

表示・誘導

交差点や都市高速入口などの案内画面を分かりやすく表示。はじめて
の道や進路に少し迷ってしまう分岐地点などでも安心です。

microSDカードに保存し楽しむ事ができます。

※ 本体背面から出ているUSBケーブルは、
1mです。USB延長ケーブルCCA-755-500は別売です。
※ NX403は、
映像出力はございません。

リアビジョンカメラ(オプション)対応

後方の死角を補い視認性を高め、
ドライバーの安全運転をいつでもアシ

ストします。

AUX端子を採用し、ポータブルオーディオとの

IIIII

連携可能です。ビデオカメラやゲームなどの外部

都市高速入口イラスト表示

機器と接続すれば、音楽や映像の再生が手軽に
楽しめます。

SA・PAイラスト施設表示

速度から渋滞中と感知した場合「ぬけみち」
ボタンが
点滅します、
ボタンを押すとぬけみちを使ったルートを
再探索します。

※ 画面はNX403です。

AV割り込み画面表示
走行中AVソースを表示している場合、交差点案

地上デジタルTVチューナー内蔵

内地点に近づくと自動的に誘導画面に変わりド

広いエリアで安定した映像が受信できる地デジチューナーを内蔵。
「2ア

ンテナ×2チューナー」を装備し、また全てタッチパネル操作で番組選択も

部分割り込み、画面OFFと設定ができます。

※ 画面はNX403です。

自分好みの音をカスタマイズ

※ NX403は、
映像出力はございません。
※ NX702Wは、
市販のリアモニター装着時、
地デジの映像は出力されません。

※NX702Wのみ

オーディオの機能をステアリングリモコンで操作できる「ステアリングリモコン」
に対応。
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。
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ライバーに案内します。割り込み画面は全画面、

3バンド（低・中・高域）と音楽ジャンルや好みの音質に応じて自在にサウン

ドカスタマイズできる「Select EQ」。ロードノイズにかき消されて聴こえに
くくなる50Hz付近の低音域をブーストし、常に心地よい重低音再生を実現
する「マグナベースEX」。あなた好みのサウンドメイクが可能です。

ジャンクション表示

高感度GPSエンジン搭載

起動から測位までの時間を大幅に短縮、常に高精度の
位置表示ができる「SiRFチップセット」を搭載

※ジャイロセンサー、車速パルスには対応しておりません。

トンネルモード

GPS信号がキャッチできないトンネル内など一定の条件を
満たした場合、
「トンネルモード」で走行をサポートします。

目的地までのルートが選べる

ルート探索

出発地から目的地までの最適なルートを「推奨」
「高速道優先」
「一
般優先」から選び、音声ガイダンスします。経由地は５ヶ所まで指定可
能です。

充実の便利な検索機能

フリーワード・50音検索

「フリーワード検索」に加え、漢字変換が不要な「名称50音検索」など、
目的地の絞り込みがスムーズに行えます。

www.clarion.com
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ナビ・オーディオアクセサリー

簡単に行うことができます。

トヨタ純正ステアリングリモコン対応

複数誘導施設表示

ぬけみちを水色の
点滅で表示

アンプ／サブウーファー

12,800 円

長年にわたりタクシードライバーなどプロのドライバーへ独自に取材し
た 、昭 文 社 ぬ け み ち情報は、全国47都道府県分（主要部）を収録 。ま
た、ぬけみちを考慮したルート探索も行う「ぬけみち考慮探索」もあり
ます。 ※FM VICS表示には対応しておりません。

AUX装備

RC13C

希望小売価格
保
（税別）○

ぬけみち表示

IIII

かない死角が生まれます。
クラリオンのリアビジョンカメラとの連携により、

渋滞時に便利な

スピーカー

縦列駐車や車庫入れなどでバックミラーや目視で運転する際、
目の行き届

車載用リアビジョンカメラ
（RCA入力付きモニター用）

※NX702Wのみ

オーディオ(
レシーバー)

◎ iPod/iPhone接続には、接続ケーブルが必要になります。
ビデオ対応iPod接続ケーブル

III
II

別売ケーブル接続で、iPod Video
再生も可能。

全国約8万件の『まっぷるマガジン』掲載
のガイド情報を収録。詳細情報はもちろ
ん、写真をふんだんに使いドライブへと案
内します。

ナビ機能一覧

■ 地デジ録画したDVDも再生できるVRモード（CPRM）対応※
● iPod Video再生

「今が旬！」
ボタンをタッチするだけで、現在の旬情報を自動提供します。

■ マップルナビが誇る、豊富な情報！

りテレビ放送やDVD Video、USBメモリーで

※1 iPhone 4S/ iPhone 4対応 ※2 NX702W/NX403のみiPhone 5の
音楽再生に対応。
同梱されているケーブルをご使用ください。

IIIII

ナビオプション

生ができます。
また、
iPod/iPhoneをナビのタッ

チパネルからコントロールすることができます。

その時季やエリアの「見ごろの花」
「季節
の魚」
「味覚狩り」といった今その時の
『旬の情報』が検索できます。

IIII

「今が旬！」検索

USB/DVD Video再生

iPod/iPhone※1とUSB端子※2で音楽・動画再

「カップル」
を選択すると、夜景がきれいな場所などのスポットをセレクト

■ 見ごろの花や旬の味覚で選べる

※1 NX403、
USBのみ ※2 NX403のみ

iPod/iPhone対応

家族、カップル、女性グループなど一緒に
おでかけする相手に応じた、おすすめス
ポットの検索結果を表示します。

III
II

ができます。

「誰と行く？」検索

IIII

「ショートカット」ボタンでは、お好みのアイコ

IIIII

■ おでかけ相手に合わせたスポットがわかる

リアビジョンカメラ

便利なショートカットメニュー

をさせる事が可能。よりスピーディーな選択

※ 画面はNX403です。

※携帯音楽再生は機種により再生できないものもあります。対応機種はホームページにて公開しております。
また、
著作権保護された音楽の再生はできません。

昭文社の人気ガイド「まっぷるベストドラ
イブ」シリーズに掲載の全国268のおすす
めドライブコースのスポット情報を収録し
ています。
III
II

ることができる「フリック・オペレー

メニュー画面をスマートに表示させ

全国268

マイク

III
II

カーナビと携帯電話をワイヤレスで接続し、車

III
II

指で左右にスライドすることで、次の

SD AVライトナビゲーション

Bluetooth®によるワイヤレス接続

SD AVナビゲーション

おすすめスポットを提案してくれる、わくわく観光ナビ。

充実のAV機能で、エンターテインメントが盛り上がる。
快適操作の「フリック・オペレーション」

SD AVライトナビゲーション

III
II

SD AVライトナビゲーション

