対応機種
NX713 NX613 NX712 NX712W NX612
NX711 NX311 NX111 NX710 NX110

クラリオンのWebサイト
「eShop」から好きなボイスを選んでダウンロード（購入）すれば、
家族
とのドライブもより楽しく盛り上がります。 ※ダウンロードボイスで変更される音声は誘導音声のみとなります。

これより目的地への
先達を務めまする。
いざ、参るっ！

戦国時代からタイムスリップしてきた
お姫様のお目付け役。冷静沈着。
20代後半。はしゃぐ姫をたしなめるこ
とが多い。神社仏閣、大きい建造物な
どの建築に興味があり、見かけるとテ
ンションが上がることがある。
現在、
ドライバーの家に居候中。

新登場
はっとり まさなり

（キャラクターボイス：
小野 大輔）

目的地までの案内は
理江花に任せてれば
大丈夫♪

◎ 金元 寿子さんの
主な出演作品

新登場

◎ 小野 大輔さんの
主な出演作品
「涼宮ハルヒの憂鬱」
古泉一樹役
「黒執事」
セバスチャン・ミカエリス役
「宇宙戦艦ヤマト2199」
古代進役 など

おしゃべり好きで明るい１４歳、
中学二年生。双子で理江那の妹。
ドライバーであるパパが大好き。
姉のボケをしっかりフォローする突っ込
み役の一面も。

小松姫

「侵略!イカ娘」
イカ娘役
「スマイルプリキュア!」
黄瀬やよい /
キュアピース役
「琴浦さん」
琴浦春香役 など

こまつひめ

（キャラクターボイス：
金元 寿子）

天然でボケボケしている１４歳、
中学二年生。双子で理江花の姉ではあ
るが・
・
・オタク趣味があり、
アニメ、
アニ
ソンが大好き。
やや中二病？

目的地まで出発
進行ぉ～おー！って
理江那が案内するの？

椿 理江花

つばき りえか

（キャラクターボイス：
加藤 英美里）

（キャラクターボイス：
竹達 彩奈）

天然で不思議キャラの16歳。
お兄ちゃん
（ドライバー）
が大好き。
困ったことがあると笑って誤魔化す小
悪魔っぽいところも。

◎ 竹達彩奈さんの
主な出演作品
「けいおん！」
中野梓役、
「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」
高坂桐乃役、
「たまゆら〜hitotose〜」
沢渡楓役

ダウンロードボイス体験や購入はこちら！

希望小売価格

2,500 円（税別）

NEW

Smart Access機能利用の場合

（CCA-770-500）

HDMI映像入力ケーブル(TypeA-TypeA)

CCA-770-500
希望小売価格

2,500 円（税別）

つばき りえな

（キャラクターボイス：
福原 香織）

地球のドライバーを守るべく宇
宙からやってきたロリ声の天使。
推定年齢10歳。親切丁寧にドライブを
アシストする。

目的地までの案内は
あたちに
まかせなちゃい！

◎ 阿澄佳奈さんの
主な出演作品

ハニエル

「ひだまりスケッチ」
ゆの役、
「あの夏で待ってる」
北原美桜役、
「這いよれ! ニャル子さん」
ニャルラトホテプ役など

はにえる

（キャラクターボイス：
阿澄 佳奈）

◎ダウンロードボイス スペシャルサイト
(検索からもアクセスできます。)

クラリオン「eShop」にてダウンロード（購入）いただけます。

http://ec.clarion.com/index.html

■■■■■■■■

■■■■■■■■

■■■■

お孫さんやお子様の音声でナビゲート

NX713 NX613 NX712
NX712W NX612

ユーザがＰＣ等で録音／作成した音声データを「スマートアクセス」にアップロード。カーナビ用
音声データに変換された音声ファイルを「SDカード」に保存し、カーナビにインストール。あなた
好みのオリジナル音声で楽しくドライビング。

iPod®ケーブル

音楽とビデオを再生

ビデオ対応iPod接続ケーブル

VTRケーブル(別売）CCA-657-500［NX713/613/712/712W/612］
CCA-623-500［NX513］

CCA-750-500
希望小売価格

ビデオ対応iPod接続ケーブル(別売）
CCA-750-500

※iPhone/iPodビデオを接続する場合は
CCA-６５７-５００が必要です。
（NX403/702W/702/502/501には
CCA-657-500は必要ありません。
NX610W/
NX310はiPhoneには対応しておりません。
）
※NX513のiPhone/iPodビデオを接続
する場合はCCA-623-500が必要です。
※VTR機器との同時接続はできません。

※NX713/613/712/712W/612/513
の「iPhone連携」
にも使用します。

ITSスポット(DSRC)ユニット
交通安全、渋滞対策、環境対策など
「Ｉ
ＴＳスポット」
に対応。

＜AVナビゲーションの場合＞

1
 .5m延長ケーブル
（同梱）
［NX713/613/513/712/712W/612/711/311/111/
NX710/610W/310］
＜NX403/702/502/501の場合＞ 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(別売）
を必要
に応じてご使用下さい。
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音声を変換

SDカードでナビへ

＜AVナビゲーションの場合＞
USBケーブル
（同梱）
で接続します。
［NX713/613/513/712/712W/612/
NX711/311/111/710/610W/310］

※ビデオ対応iPodケーブ
ルを接続すると、
VTR
機器との同時接続は使
用できません。
※USBメモリーを接続す
る場合は、
USB部分を
差し替えてください。

＜NX403/702W/702/502/501の場合＞
本体背面のUSBケーブル
（1m)に接続します。

ETCユニット

ステアリングリモコン専用ケーブル

ETCカード期限切れ表示対応
(NX613/712/712W/612/711/311/710のみ）

トヨタ純正ステアリングリモコン専用ケーブル(20Pタイプ）

専用ナビ接続ケーブル同梱

H01-ST
希望小売価格 2,000 円

（税別）

● 対応機種：NX713/613/513/702W/712/712W/
NX612/711/311/111
※ 適応車種につきましては、
P.68をご覧ください。
※ トヨタ純正ステアリングリモコン専用ケーブルの製造元は株式会社カナック企画です。

◎ 取付詳細お問い合わせ先
株式会社 カナック企画 (製造元）ＴＥＬ
：03-5660-1234

受付時間：平日9：
００〜12:００、13:00~17:00 （土・日・祝日・カナック企画休日を除く）

販売元: クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社

DSRCユニット

ETCユニット

DSC012 （EA-2405A-A）
保
希望小売価格 48,000 円（税別）○

ETC012 （EA-2177A-A）
保
希望小売価格 18,800 円（税別）○

● 対応機種: N
 X713/613/712/712W/612
※ETCユニット
（ETC012）
との同時接続はできません。
※USBデータ通信モジュールおよびUSB通信モジュール専用接続ケーブル
（CCA764-500）
との同時接続はできません。
※SA/PAなどで提供される情報提供サービス
（インターネット接続含む）
には対応して
おりません。

 X713/613/712/712W/612/811/810/MAX809/NX711/
● 対応機種: N
NX311/710/610W/310/609/309/809/209/808/708/
NX308/208/MAX685/685DT/675DT/675/575/
MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/
MAX670/570/960HD/860HD/760HD/560HD

VICS光・電波ビーコンユニット

RCB-202-500
希望小売価格 6,000 円（税別）

VCB990

（EA-1438A-A）

● 対応機種：N
 X713/613/712/712W/612/
NX811/810/ 809/711/311/710/
NX610W/609/310/309/209/
MAX809（NX811/810/809には
同梱されています）
※折り畳みリモコンRCB-165-540対応機種も使用が
可能です。

汎用純正ステアリングリモコン接続ケーブル

H02-ST
希望小売価格 1,500 円（税別）
● 対応機種：NX713/613/
NX712/712W/612

※DSRCユニット
（DSC012）
との同時接続はできません。

VICS光・電波ビーコンユニット

AV-Navi用リモコン

希望小売価格
保
（税別）○

26,200 円

● 対応機種: NX713/613/712/712W/612/811/810/711/311/
NX710/610W/310/809/609/309/209/MAX809

USBケーブル

カーナビ向け定額通信サービスに対応
ＵＳＢ通信モジュール専用接続ケーブル

CCA-764-500
3,000 円

希望小売価格
（税別）

● 対応機種：NX713/613/
NX712/712W/612/
NX711

USBデータ通信モジュールは株式会社ウィルコム
より購入になります。

RCB-165-540
希望小売価格

お申込み方法

CCA-755-500
希望小売価格 1,800 円（税別）

折り畳みリモコン

6,000 円（税別）

※対応機種は、P.68または弊社ホームページをご確認ください。

専用ケーブルを購入
（CCA-764-500)

● 対応機種: N
 X713/613/712/712W/612/403/702/502/811/810/809/
NX501/711/710/610W/609/311/310/309/111/MAX809

同梱の申込書に必要事項を記入し投函

クラリオン製ナビ地上デジタルTVチューナー

WILLCOMより通信モジュールがご自宅に配送される
通信モジュールには、
「専用ケーブル」
が必要になります。
また、
通信モジュール
本体及び料金プランは、
株式会社ウィルコムでの取扱いになります。

◎ 詳細、料金プランにつきましては下記へお問い合わせ下さい。

「ウィルコム カーナビサポートデスク」

12セグ／ワンセグ 地上デジタルTVチューナー

DTX875

（ZT-5003A-A）

音声を録音／作成

音楽のみ再生

希望小売価格

在庫僅少

保
83,000 円（税別）○

ナビ・オーディオアクセサリー

おじいちゃん
おばあちゃん
右だよ！

■■■■

「iPod同梱USBケーブル」を
使用して簡単に接続
できます。

iPod/iPhone
（NX610W/310は
iPodのみ)

8,000 円（税別）

● 対応機種: N
 X713/613/513/403/
NX702W/712/712W/
NX612/702/502/711/
NX311/111/501/710/
NX610W/310

◎ http://www.smart-acs.com/other/custom_voice_info.php

おじいちゃん
おばあちゃん
右だよ！

■■■■

アンプ／サブウーファー

カスタムぼいす

■■■■

※スマートフォンの機種により、
対応するケーブル及びHDMI変換ケーブルが異なります。対応機種につきましては弊社ホームページをご確認ください。

延長USBケーブル

対応機種

■■■■

スピーカー

購入は
こちら

12:30

■■■■■■■

■■■■■■■■

※ 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。

AVナビ用リモコン
ダウンロードボイス

HDMIケーブル
※
（HDMI変換ケーブル用） HDMI変換ケーブル HDMI変換ケーブル対応
(市販品)
スマートフォン
(別売）
CCA-770-500

NEW

「らき☆すた」
柊つかさ役
「Aチャンネル」
百木るん役
「中二病でも恋がしたい！」
富樫樟葉役
声優ユニット
「かと＊ふく
（加藤英美里・
福原香織）
」
として活動中。

椿 理江那

http://www.smart-acs.com/contents/downloadvoice/index.html

体験
しよう

CCA-771-500

オーディオ(
レシーバー)

橘 水月

たちばなみづき

「らき☆すた」
柊かがみ役
「化物語」
八九寺真宵役
「魔法少女まどか☆マギカ」
キュゥべえ役
声優ユニット
「かと＊ふく
（加藤英美里・
福原香織）
」
として活動中。

HDMIマイクロケーブル(TypeA-TypeD)

テレビフィルムアンテナ同梱
[本体部] 外形寸法 178 mm
（W）
×33 mm
（H）
×155 mm
（D）
（突起物は含まず）
質量 1.02kg

●対
 応機種 :
NX310/NX309/NX209/QX6817A/NX708/NX308/NX208/
MAX685/MAX7700/MAX670/MAX570/MAX575/MAX675

ナビ機能一覧

目的地までの案内は
わたしに
まっかせてよねっ！

◎ 福原香織さんの
主な出演作品

HDMI端子搭載
スマートフォン

ナビオプション

◎ 加藤英美里さんの
主な出演作品

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

HDMI Micro端子接続用

HDMI変換ケーブル接続用
戦国時代からタイムスリップしてきた
お姫様。わがままでやんちゃな性格。
10代半ば。好奇心が旺盛で車を鉄の馬
と勘違いしている。本当は気弱で人見
知りなところもある。
現在、
ドライバーの家に居候中。

目的地へ
案内するからのぉ～
出陣じゃぁ～っ！
！

Smart Access機能利用の場合

（CCA-771-500）

リアビジョンカメラ

服部 正就

Clarionオリジナルキャラクター

NX513向けAndroidスマートフォン接続ケーブル

SD AVライトナビゲーション

好評発売中

HDM I映像入力ケーブル

SD AVナビゲーション

キャラクターのガイド音声で、
ドライブをもっと楽しく盛り上げる。

TEL :

0120-440-156

受付時間：平日9：
００〜18：
００
（土・日・祝日を除く）
http://www.willcom-inc.com/ja/service/carnavi/
clarion/index.html

www.clarion.com
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ナビゲーションバージョンアップ
SDD／SDナビゲーション

製品本体や保証書・取扱説明書に記載されている商品の「型番」をご確認の上、お客様がご使用されているナビゲーションに対応したバージョンアップキットをご購入下さい。
● 製品
「型番」記載場所

HDDナビゲーション

●購
 入時、
同梱の

NX710
MAX685
MAX685DT
MAX675
MAX675DT
MAX670

NX610W
NX310
QX6817A
NX609
NX309

2008〜2011年モデル
お手持ちのナビ型番

保証書・取扱説明書

MAX9750DT
MAX8750DT
MAX9700DT
MAX8700DT
MAX7700

VGA

バージョンアップの型番

※１
※１
※１
※１
NX811 /NX810 /MAX809 /NX809
NX808※１/NX708※１/QX6817A

VGA

格

QHV-200-530
HDD
11.0

（2013年度版）

希望小売価格

QHV-100-530

25,000円（税別）

（2013年度版）

NX811※１/NX810※１/MAX809※１/NX809※１
NX808※１/NX708※１/MAX9750DT
MAX8750DT/MAX9700DT
MAX8700DT/MAX7700/QX6817A

MAX670/MAX670CCD/MAX670W
QVGA MAX685/MAX675/MAX675DT
MAX685DT

QHV-200-520
HDD
10.0

（2012年度版）

希望小売価格

QHV-100-520

25,000円（税別）

（2012年度版）

・ Gracenote情報：2013年2月現在
・ 道路情報：2012年9月現在
・ハイウェイ情報：2012年9月現在
・ 施設検索情報：2012年11月現在
（一部のジャンルは2011年11月現在）
・ 交通規制情報：2012年9月現在

・ Gracenote情報：2012年6月現在
・ 道路情報：2011年9月現在※2
・ハイウェイ情報：2011年9月現在
・ 施設検索情報：2011年11月現在
（一部のジャンルは2010年10月現在）
・ 交通規制情報：2011年9月現在

PC、携帯電話ご利用のお客様

販売店にて

更
新
方
法

PC、携帯電話からお客様が直接サーバ
にアクセスし、必要情報を入力します。

入力後サーバーから認証
コードを発行致します。

販売店にてバーション
アップキットを購入

キットに入っている認証コード申請
書に必要事項を記入し郵送します。

●不正アクセス防止のためバージョン
アップキット開封後商品のお取り替え
は致しかねます。

ナビゲーション本体にディスクを
入れ、認証コードを入力すれば、
バーションアップが開始致します。

後日認証コードの入った封筒
を郵送にてお届け致します。

※詳細はバージョンアップキットに同梱の手順書または、
ホームページをご参照ください。

●バージョンアップ中は、
パネル開閉以外のキー操作及びディスク取り出し等の全ての操作は行えません。
また、音声も出力されません。
●バージョンアップ中でエンジンを切った場合でも、途中途切れた箇所からバージョンアップを再開します。
●バージョンアップ作業時間は、QHV-100-530/QHV-100-520
（QVGA用)では約45分、QHV-200-530/QHV-200-520
（VGA用)
は約35分必要となります。

※１ N
 X811、NX810、MAX809、
ＮＸ８０9、
ＮＸ８０８、
ＮＸ７０８を初回バージョンアップを行うと、
Bluetoothのペアリング設定・電話帳データが初期化される場合がございます。
設定が消えた場合は、新たにペアリング設定と電話帳転送をお願い致します。

※2収録されている高速道路・有料道路料金データは、2011年12月現在のデータを採用しております。
そのため、新東名高速道路などの2011年12月以降に開通した高速道路・有料道路を通るルートを探索した場合、表示される料金
および、音声による料金ガイドは、実際の料金と異なる場合があります。新規開通道路の詳細については、弊社ホームページをご覧ください。

更
新
方
法

PC、携帯電話からお客様が直接
サーバにアクセスし、必要情報
を入力します。

郵送でお申し込みのお客様

販売店にてバーション
アップキットを購入

キットに入っている認証コード
申請書に必要事項を記入し郵送
します。

●不正アクセス防止のためバージョンアップキット
開封後商品のお取り替えは致しかねます。

ナビ
一体型 MAX960HD/ MAX860HD/

※詳細はバージョンアップキットに同梱の手順書または、
ホームページをご参照ください。

●バージョンアップ中は、
パネル開閉以外のキー操作及びディスク取り出し等の全ての操作は行えません。
また、音声も出力されません。 ●バージョンアップ中でエンジンを切った場合でも、途中途切れた箇所からバージョンアップを再開します。
●バージョンアップ作業時間は、QSV-200-530,QSV-100-530
（SDDナビ用)は約15分、QSV-700-530
（SDナビ用)は約5分必要となります。
※収録されている高速道路・有料道路料金データは、2012年12月現在のデータを採用しております。
NX308/NX308DT/NX208
新規開通道路の詳細については、弊社ホームページをご覧ください。
※上記の対象商品はSDD11.0が最終バージョンとなります。何卒、
ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。

QHV-700-590

ROAD EXPLORER Lite Map Updater

在庫僅少

（2009※年度版）※P5は2008年度版
希望小売価格

●ハ
 イウェイ検索の

「路線図」

● 県境音声案内
● 季節モー
ド

（MAX960HD/
MAX860HDを除く）

15,000円（税別）

※本商品のバージョンアップはQHV-700-590をもちまして終了とさせていただきます。
詳細については、弊社ホームページをご覧ください。

ID3タグ情報
表示のジャンル

お客様

1

販売店

2

3

4
5

（2012年度版）

QHP-500-571

HDD
8.0

クラリオン

（2010年度版）

QHP-500-561
（2010年度版）

1
2
3
4
5

更新地図の年度ほか

希望小売価格

25,000円（税別）

・ 道路情報：2010年9月現在
・ハイウェイ情報：2010年9月現在
・ 施設検索情報：2010年11月現在
（一部のジャンルは2009年10月現在）
・ 交通規制情報：2010年9月現在
・ Gracenote情報：2010年2月現在
・ 道路情報：2009年9月現在
・ハイウェイ情報：2009年9月現在
・ 施設検索情報：2009年11月現在
（一部のジャンルは2008年10月現在）
・ 交通規制情報：2009年9月現在
・ 道路情報：2009年9月現在
・ハイウェイ情報：2009年9月現在
・ 施設検索情報：2009年11月現在
（一部のジャンルは2008年10月現在）
・ 交通規制情報：2009年9月現在

お客様の車両を、
お買い求め、
または最寄の販売店様へお持ち込みいただきます。

バージョンアップのお申し込み費用のお支払いをしていただきます。受付後、
販売店様にてHDDの取り外しを行います。
取り外されたHDDを販売店様にて専用箱に梱包後、
クラリオンに発送されます。

クラリオンよりバージョンアップ済みHDDが販売店様へ返送されます。

バージョンアップをお申し込みいただいた販売店様からお客様にご連絡を差し上げます。
お客様の車両をお申し込みの販売店様へお持ち込みいただき、
HDD取り付けにて完了となります。

29,800円（税別）

希望小売価格

※本商品のバージョンアップはROAD EXPLORER 9.0
（DVD-ROM）
、ROAD EXPLORER12.0
(CD-ROM)をもって終了とさせていただきます。詳細については、弊社ホームページをご覧ください。

●上記はバージョンアップの手順は基本的な流れとなりますが、お支払い方法等、一部異なる場合もございますので各販売店様にお問い合わせ下さい。●お客様のハードディスク書き換えにあたり細心の注意を払って作業致しますが、搬送中の衝撃など
でハードディスクが破損することが考えられます。その際、最新データ書き込み済みのハードディスク
（代品）
と交換させていただきますが、それ以上の責任はおいかねます。またお預かりしたハードディスクが破損した場合、ミュージックキャッチャー ®等、お客
様ご自身で記録された情報内容をハードディスク
（代品）
に登録することはできません。●書き換え作業はハードディスクをお預かりしてから約 7〜10日間を予定しておりますが、一時的に書き換え作業が集中した場合、または万が一販売店様にハードディスク
専用梱包箱がない場合はお取り寄せになりますので上記予定期間を超える場合がございます。●書き換え作業期間中は CD/DVD/MDの再生以外は使用できません。●ハードディスクの脱着作業は、必ず販売店様へご依頼をお願い致します。お客様
の脱着作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の補償は致しかねます。工賃につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。

「クラリオン eShop」
から、お買い求め頂けます

● 最新地図を入手できる

無料期間中の
地図更新延長を
オススメします。

2年延長

販売価格

（対象: 無料差分更新期間中のお客様）

12,000円

（税別）

2012年モデル（NX712 / NX612シリーズ）
対象

有料WEB地図更新

無料期間中の
お客様

2年延長

有料WEB地図更新

1年延長

バージョンアップの型番

価

格

希望小売価格

SAU
2.1

SAA-001-134 12,000円（税別）

無料期間終了の SAU
1.1
お客様

SAA-001-133 16,000円（税別）

希望小売価格

● 購入方法

1年延長

（対象: 無料差分期間終了のお客様）

対応機種

ご利用有効期間

NX712／NX712W／
無料期間終了
NX712W+／Z8／
NX612※／NX612+※ から2年間
※ご利用開始日より1年未満の方

NX612※／NX612+※
※ご利用開始日より1年以上経過
の方

購入日から1年間

特別価格
販売価格

16,000円

（税別）

更新地図内容
・道路情報更新
一般道・高速・有料道路
・ハイウェイ情報更新
・施設検索データ更新
・交通規制データベース更新
・市街地図1回
（2年延長の
場合は延長期間中1回のみ）

● 地図更新方法

〈無料期間中〉
クラリオン e shopへ
アクセスし、e Shop
登録情報・ナビ機種
情報を入力後代金の
決済。

〈無料期間終了後〉

ナビゲーション本体から地
図用 SDカードを抜き PCに
挿 入 。P Cアプリ
「 Smar t
Access Update」を起動し、
その後 PC画面上から
「購入」
ボタンを選択。eShopから
直接購入も可能です。

ナビゲーション本体から
地図用 SDカードを抜いて、
PCに挿入。

ライセンス情報を
「2年延長」
と更新。

Smart Access updater内の
「スタート」ボタンを選択し
SDカードへのダウンロードを
開始します。
e Shopへリンク
するので e Shop
へログインし確認
コードを入力

ナビ・オーディオアクセサリー

※MAX730HD/735HD/930HD/NVA630HDはHDD6.0をもって、
MAX940HD/740HD/540HD/NAX040HD/NTV840HDはHDD7.0
をもって終了とさせていただきました。何卒、ご理解とご了承賜りますようお願
い申し上げます。

16,800円（税別）

今までのバージョンアップキットとは違い、更新回数も多く、地図が古いという心配がありません。

1年延長

 X808/NX708/QX6817A/MAX685/MAX685DT
N
※上記の対象商品はHDD11.0が最終バージョンとなります。何卒、
ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。
MAX9750DT/8750DT/670CCD/9700DT/8700DT/7700/675/675DT/575/670/670W/570
※上記の対象商品はHDD10.0が最終バージョンとなります。何卒、
ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。
MAX960HD/860HD/760HD/760DTB/560HD/560HDB/760HDW/NAX060HD/NVA660HD
※上記の対象商品はHDD9.0が最終バージョンとなります。何卒、
ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。
MAX950HD/850HD/750HD/750CCD/550HD/NAX050HD/NTV850HD/NVA650HD
※上記の対象商品はHDD8.0が最終バージョンとなります。何卒、
ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。
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希望小売価格

在庫僅少

（2007年度版）12.0（CD）

インターネット上で購入できるので、手軽に更新頂けます。PC上で更新できるので車の中での地図更新待ち時間もありません。

・ Gracenote情報：2012年6月現在
・ 道路情報：2011年9月現在※2
・ハイウェイ情報：2011年9月現在
・ 施設検索情報：2011年11月現在
（一部のジャンルは2010年10月現在）
・ 交通規制情報：2011年9月現在
・ Gracenote情報：2011年2月現在
・ 道路情報：2010年9月現在
・ハイウェイ情報：2010年9月現在
・ 施設検索情報：2010年11月現在
（一部のジャンルは2009年10月現在）
・ 交通規制情報：2010年9月現在

（2011年度版）

QHP-500-560

NAX050HD/ NTV850HD/ 
NVA650HD

ナビ
単体

格

QHP-500-580

（2011年度版）

MAX950HD/ MAX850HD/
ナビ
MAX750HD/ MAX750CCD/
一体型
MAX550HD

QMA-682-500

在庫僅少

（2008年度版）DV9.0（DVD）

NX712 / NX612シリーズ（2012年モデル） 「有料WEB地図更新」延長について

2年延長

更
新
方
法

NAX060HD/ NVA660HD

QMB-597-500

ROAD EXPLORER DV9.0（DVD-ROM）/ 12.0(CD-ROM)

アンプ／サブウーファー

● MP3

ナビ
単体

価

QHP-500-570
HDD
9.0

DVD/CD ナビゲーション

●対
 応機種 : 
DTR-P50/ DTR-P55/ 
DTR-P7DT/ 
DTR-P75DT/ DTR-P5

スピーカー

以下の機能は
バージョンアップ
すると消去となり
ます。あらかじめ
ご了承ください。

MAX760HD/ MAX760DTB/
MAX560HD/ MAX560HDB/
MAX760HDW

ナビゲーション本体に SDカードを入れ、
認証コードを入力すれば、バーション
アップが開始致します。

後日認証コードの入った封筒
を郵送にてお届け致します。

オーディオ(
レシーバー)

MAX570/ MAX575

入力後サーバーから認証
コードを発行致します。

● ネット上で購入、手軽に更新
バージョンアップの型番

HDD
10.0

（2013年度版）

PC、携帯電話ご利用のお客様

販売店にて

2005〜2007年モデル（2007年モデルはMAX570/MAX575のみ）
お手持ちのナビ型番

・ Gracenote情報：2013年2月現在
・ 道路情報：一般道 2012年9月、
高速・有料道路 2012年12月※
・ハイウェイ情報：2012年12月現在
・ 施設検索情報：2012年11月現在
・ 交通規制情報：2012年11月現在

QSV-700-530

ナビ機能一覧

● 郵送の場合は約 7〜 10日間を予定しておりますが、申し込みが集中した場合予定期間を超える場合がございます。

20,000円（税別）

販売店からバージョンアップキットを購入後、
PC・携帯からアクセスし認証コードを受取ることにより、
従来のようにHDDを郵送する手間も必要ありません。ご自身で地図データを最新
のものにアップデートすることが可能です。

パーソナルナビゲーションデバイス

郵送でお申し込みのお客様

希望小売価格

・ Gracenote情報：2013年2月現在
・ 道路情報：2012年9月現在※
・ハイウェイ情報：2012年9月現在
・ 施設検索情報：2012年11月現在
（一部のジャンルは2011年10月現在）
・ 交通規制情報：2012年9月現在

ナビオプション

販売店からバージョンアップキッ
トを購入し、
ご自身で地図データを最新のものにアップデートすることが可能です。PC、
携帯からアクセスし認証コードを受取るだけなので、
従来のようにHDDを郵送する手間も必要ありません。

（2013年度版）

SD
4.0

ナビ
NX711/ NX311/ NX111/ NX710/
一体型 NX110

更新地図の年度ほか

更新地図の年度ほか

リアビジョンカメラ

QVGA MAX685/MAX685DT

価

QSV-100-530

NX209/ NX308/ NX308DT/ NX208

2007〜2011年モデル（MAX570/MAX575は除く）

格

（2013年度版）

SDD
11.0

ナビ
一体型

価

QSV-200-530

NX610W/ NX310/ NX609/ NX309

ROAD EXPLORER HDD11.0/10.0/ 9.0 / 8.0

お手持ちのナビ型番

バージョンアップの型番

SD AVライトナビゲーション

NX811
NX711
NX311
NX810

NX809
NX209
NX808
NX708
NX308
NX208

ROAD EXPLORER SDD11.0/SD4.0

SD AVナビゲーション

バージョンアップ 及び地図データ更新サービスについて

ナビゲーション本体に
SDカードを入れ更新完了

ライセンス情報を
「1年延長」
と更新。

※クラリオン eShopで初めて商品をご購入される際には、
お客様情報の登録が必要となります。
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