
画期的な操作性と大画面が融合。カーナビゲーションの新領域へ。

※ 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。

Smart Accessリンク 9型 HD  
地上デジタルTV/DVD/SD  
メモリーAVナビゲーション

希望小売価格 オープン価格※ ○保 

NXV977D NEW

画 期 的な操 作 性
圧 倒 的な高 画 質

革 新 の 
感 動 サ ウ ンド

Innovative  
style

Excitement  
sound

9型の大画面上で、ナビゲーション・オーディ
オ・ツール・アプリの4つのエリアのサイズを 
自由に切り替えられる「Quad View」。高精
細HDディスプレイと先進の画像処理による
圧倒的な高画質。カーライフに新たな感動と
楽しさを生み出します。

ハイレゾ音源のデジタル再生対応に加え、 
原音再生を究めたフルデジタルサウンドシ
ステムのコントロール機能を搭載。ナビ 
ゲーションの大画面で、ソースの選択から 
音質・音響調整まで手軽に操作できます。
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WVGA

WVGA

H  D

H  D

４つのエリア画面で�
ナビゲーションからアプリケー�
ションまで一画面に表示

シーンに合わせて切り替えられる、多彩なレイアウト表示

すべての情報がわかりやすく、使いやすい

軽快な表示切り替え

ディテールの美しさで、違いがわかる「高精細9型HDディスプレイ」

ナビゲーション・オーディオ・ツール・アプリケー
ションの 4 つのエリアを一画面に表示可能。
画面切り替えをしなくても、多くの情報を 
一画面で認識できます。

1280×720ドットの高精細HDディスプレイ採用により、大画面の隅 ま々で鮮明に映し出します。さらに24bit/1677万色のフルカラー 
表示で、地デジや動画の美しさをより豊かに表現。地図も背景色や細かい道まで緻密に描画し、文字もくっきりと見やすく表示します。

◎ 地図表示
◎ 目的地検索
◎ ルート探索
◎ ナビ設定

◎ 時計
◎ 電話
◎ 各種調整
◎ 情報表示など

◎ Smart Access 4Car
◎ Android Auto

◎ AVソース
◎ 音響設定
(Intelligent Tune /   
Full Digital Soundなど)

均等４分割画面から９型のフル画面まで、９パターンの画面表示に切り替えられます。均等４分割画面では各画面約４．４型、4分割画面ではメインエリアが約６．７型、
フル画面では９型で表示します。ナビゲーションをメインとしながら、同時に他の機能も一目で認識でき、ワンタッチで切り替えられる画期的な画面表示です。

Navigation

Tool

Audio /  Visual

Audio /  Visual

App

Navigation

Tool

Application

Quad View

High Quality Display

文字やアイコンも高解像度で 
くっきりと表示

細部まで高精細に再現

「メニュー」ボタンを押すと均等4分割画面 
で各メニューを表示。いつでもワンタッチで 
他の機能を選択できます。

ツールエリアがサブエリアになっている場合
に電話着信があると、ボタンが押しやすい 
ようにツールエリアが自動的に広がります。

「メニュー」ボタンでワンタッチ
メニュー表示

安全な操作をサポートする、 
自動割り込み表示

フル画面表示

均等4分割画面表示

4分割画面表示

※ 画像はイメージです。

約 4.4 型

約 6.7 型

約 2.2 型
9 型

画期的な操作性、圧倒的な高画質。�“Quad�View（クワッドビュー）”＆高精細9型HDディスプレイ搭載

NXV977D

画面表示・画質

クロスポイントをドラッグすることで画面表示9パターンを切り替えることができます。

クロスポイントドラッグ操作
クロスポイントをタップすると、メインエリアをフル画面で表示できます。また、フル画面右下のマークをタップ
することで4分割画面表示に戻ります。

タップしたエリアがメインエリアに切り替わります。

クロスポイントタップ操作

タップ操作
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DVD C D
USB

SD

SDHC

SDXC

iPod / 
iPhone

Bluetooth

1秒間 1秒間 1秒間

iPhoneの音楽など、 
幅広いメディア再生に対応

ボーカルの定位も、好みに合わせて 
調整できる「Intelligent Tune®」

後席で前席と異なるAVソースを楽しめる、 
「2-Zoneリアエンターテインメント」対応

地図の拡大・縮小や、音声認識など、 
安全に操作できる「学習型ステアリングスイッチ」対応

「映像モード」を搭載した
美しく途切れにくい高感度地デジTV

スマートフォンの画面を 
ナビに映して楽しむ「HDMI®接続」

視聴したい曲や動画をすばやく見つける 
「タイトルサーチ」

ドライブ中にCD楽曲を8倍速で録音  
「ミュージックキャッチャー」

携帯電話の通話もワイヤレスだから安心
「Bluetooth®ハンズフリー通話」

iPodⓇやiPhoneⓇに収録した音楽再生はもちろん、 
PCから取り込んだ音楽や動画も高音質で楽しめます。

ハイレゾの主流とも言えるFLAC/WAV（~192kHz/24bit)ファイルに対応。 
SD/SDHC/SDXCメモリーカードやUSBメモリーに保存し再生ができます。

ボーカルの定位を個々のシートに調整できる「ボーカルイメージコントロール」など、 
Clarion独自の音響テクノロジーが集約されています。

HDMI入力対応のリアモニターを接続することで、前席/後席で、別々のAV 
ソースを楽しむことができます。

ナビゲーションでサウンドプロセッサーの
コントロールが可能

受信電波が微弱になっても「裏サーチ」機能が働き、自動的に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します。

2-Zone対応リモコン(別売)

※ 市販のリアモニターや接続コードなどが必要となります。

音場設定、グラフィックEQ、音質・音量設定ごとに分けて一覧表示。 
Intelligent TuneのOn/Offも容易に一括操作できます。

迫力あるボーカル、リアルなステージを目の前に 
「ボーカルイメージコントロール」

圧縮オーディオを高音質化する 
「サウンドリストアラー」 

迫力ある重低音を放つ 
「バーチャルバス」 

番組とCMの音量差を自動調整する 
「ボリュームスムーサー」 

車の速度に合わせて音量を 
自動で調整「車速連動ボリューム」

サウンドテイストを6モードで操る
「グラフィックイコライザー」

ON

サラウンド サラウンド

ボーカル
ボーカル

OFF

コンサートホールにいるかのような臨場感 
「バーチャルステージエンハンサー」

ボーカルイメージ

ボーカルの音像

● ダイナミック
色鮮やかなコントラストのある映像を表示。
● ソフト
夜間でも、明るい色や暗い色を見やすく表示。
● カスタム
明るさ・色の濃さ・シャープネスといった、
全ての調整が可能。

※ 本機能中の画面操作はスマートフォン側からになります。
※ 接続機器に合わせた別売のケーブルが必要となります。

対象メディア:   
iPod、iPhone、USBメモリー、SD/SDHC/SDXC 
メモリーカード、ミュージックキャッチャー

※ 1曲4分として換算。16GBのSDHCメモリーカード使用時。

良好な電波をサーチする４チューナー×４アンテナ

映像が途切れにくい「中継局スムーズサーチ」

※ 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。

※ 映像モードはすべての前席映像ソースに搭載。

「フルデジタルサウンドシステム」とのデジタル接続 
＆サウンドプロセッサーコントロール対応

音源からスピーカーまでの完全デジタル伝送を実現する「フルデジタルサウンド
システム」に対応。音響調整や入力ソースの選択などをナビゲーションのボタン
や画面上から操作できます。

最大4,000曲※のCD楽曲をSDメモリーカードに録音できます。8倍速で録音 
できるため、アルバム1枚の録音もスピーディーに行うことができます。

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。 
走行中でもステアリングを握ったまま安全に通話ができます。

メディアに収録した膨大な音楽・動画 
ファイルを、アーティスト名/アルバム名/
曲名から、すばやく検索できます。

音量調整や曲のスキップなどのオーディオ機能は
もちろん、地図の拡大・縮小も可能。さらに音声
認識「Intelligent VOICE」などもステアリングから
手を離すことなく安全に利用できます。

スマートフォンで再生する、動画サイト
や撮影した画像などを、NXV977Dの 
大画面＆高精細HD画質で楽しめます。

※ フルデジタルサウンドシステムについては、P.16をご覧ください。 
※ チューニングには専用アプリを利用します。
※ 別売のケーブルが必要となります。
※ サウンドプロセッサーコントロールにはフルデジタルサウンドプロセッサー「Z3」のソフトバージョンがVer.CM034以上必要です。

原音の音信号 CD音源 ハイレゾ音源

DVDビデオ /  
DVD-VR 

（CPRM対応）

MP3 / AAC /  
WMA

音楽再生 / 充電 音楽ファイル再生 
MP3 / AAC / WMA / 
FLAC / WAV
動画ファイル再生 
MPEG-4 / H.264 /
WMV 

ハンズフリー通話 /  
オーディオストリーミング

NXV977D

サウンド・メディア ハイレゾ音源も美しく再生。 原音の感動 を呼び覚ますClarion独自のサウンドテクノロジー

原音に限りなく近い、 
ハイレゾ音源再生に対応
CDを超える情報量のハイレゾ音源に対応。
ボーカルの息づかいやディテール、空気感までも
豊かに再現し、臨場感あふれるサウンドを体感 
できます。
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iPhone付属 
専用ケーブル

or

最 大

5
ル ート

だ い ば さ つす か い

iPhone

Android

iPhone

Android

無  料

都道府県や市区町村がわからなくても地名から検索できます。

フリック・ドラッグやピンチイン・ピンチアウト操作により、地図上からスピーディーに 
目的地を探すことができます。

以前に検索した履歴を覚え、文字入力中でも予測候補を表示します。

地名からでも候補をリストアップ 「住所検索」

思った通りに操作できる地図スクロール検索

一文字でも予測候補を表示「名称検索」

一文字で過去の履歴を元に予測し、
候補を表示します。

スマートフォンのように、文字を入力するごとに
候補地が変化します。

使いやすさにこだわった、目的地検索

わかりやすくリアルな、表示＆誘導

今の道路状況に柔軟に対応する、探索

25m～500mのスケールで、建物の形状を詳細に表現します。

日・英・中・韓の４か国語のメニュー表示と音声案内が可能です。

時間や料金、省エネなどの条件に合うルートを選択できます。

一般道も高速道もわかりやすく案内 3D Viewマップ＆リアルポリゴン施設表示

４か国語から選択可能
高速JCTイラスト交差点イラスト

※ 2017年4月1日現在、約320施設

※ 一部の表示を除く。地図は日本語表示のみとなります。

最新の渋滞情報を色別で表示し、状況が変わるごとに自動更
新されます。また、気象などの特別警報の自動割り込み表示や、 
大雨のエリアも表示します。

リアルタイム情報で運転を 
サポートする「VICSワイド」対応

最大5ルートまでサーチ「複数ルート探索」

所要時間が短い（有料道路）
燃料消費が少ない（有料道路）

燃料消費が少ない（一般道路）

目的地までの距離が短い（一般道路）

所要時間が短い（一般道路）

渋滞
混雑
規制
順調

アプリで検索がもっと便利になる 
スマートフォン連携

多彩な検索や3D View®マップ表示など、
ドライバー目線のナビ機能が充実

NXV977D

ナビ機能 スマートフォン連携

※  「Smart Access 4Car」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。
※ 各種アプリは予告なく変更・停止・終了する場合があります。
※ 簡単ペアリングは、iPhoneのBluetooth®をオンにしておく必要があります。
※  Bluetooth®接続機種の確認、接続方法やアプリダウンロード方法についてはClarionホームページをご覧ください。
※  Smart Access 4Carはナビゲーションにより利用できるアプリが異なります。Clarionホームページをご覧ください。

※ ご利用開始日から3年間、全機能を無料でご利用いただけます。※  ご利用開始日から3年間、 
無料でご利用いただけます。

App Store Google PlayTM 

ストア

Smart Access 4Carアプリ Smart Access 4Car 
ホームページ

対応機種:  iPhone 7 Plus / iPhone 7 / iPhone SE / iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / 
iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 / iPhone 4s（iOS 6以降）

対応OS:  Android（OS 4.0以降）

iPhoneのUSB接続によるBluetooth®簡単ペアリングも可能です。

SDカード条件：
16GB以上

便利な地図アプリ「NaviCon」対応

AndroidスマートフォンとナビゲーションをUSBで接続し、Googleマップや音楽再生を
ナビゲーション画面で表示します。通話やメッセージ再生もハンズフリーで操作できます。

ワンタッチで音声検索ができる
「Intelligent VOICE®」

いつでも新鮮な情報を検索できる
「GoogleTM ローカル検索」

スマートフォンとの連携で広がる、便利なアプリ連携検索

人気の観光スポットを検索できる
「フォートラベル」

GoogleTM ローカル検索はもちろん、目的地設定
やルート条件の変更も音声でできます。

フォートラベルが提供する現在地周辺、または 
目的地周辺の観光スポットランキングをご紹介
します。

インターネットからの情報なので、オープンしたての
お店も探せます。文字入力時には、現在地に応じ
た予測候補が表示されます。

アプリ連携には、Smart Access 4Carアプリが必要となります。

「Smart Access® 4Car®」アプリが入ったスマートフォンをナビゲーションとペアリングするだけで
便利な検索機能が使えます。

＜ご購入から最長3年間最大3回まで無料＞
clarion.comの「地図更新サイト」にアクセス。市
販のSDカードを利用しPCで簡単に更新すること
ができます。

● 無料更新有効期限は 2021年3月末までとなります。● 無料更新期間中(ご購入より3年が経過していない期間中)におきましても、2021年3月末以降の更新は有料となります。 ● 配信スケジュールは変更と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。● インターネット接続環境をお持ちでないお客様はＷＥＢでの地図更新をご利用いただけません。

●株式会社デンソー

NaviConサポートサイト

iPhone

Android

地図更新

メーカー 車種名 年式
トヨタ アクア（グレード「L」は除く） H.26/12～H.29/6

アクア（グレード「L」は除く） H.29/6～現在
アルファード/ヴェルファイア（ハイブリッド含む） H.27/1～現在
ヴィッツ H.26/4～現在
エスティマ/エスティマハイブリッド H.28/6～現在
オーリス（ハイブリッド含む） H.24/8～現在、H.28/4～現在(ハイブリッド)
Ｃ-ＨＲ H.28/12～現在
タンク/ルーミー H.28/11～現在
ハリアー H.29/6～現在
プリウス H.27/12～現在
プリウスα H.26/11～現在
ノア/ヴォクシー/エスクァイア H.26/1～現在

ダイハツ トール/トールカスタム H.28/11～現在
日 産 セレナ H.28/8～現在

NXV977D取付車種情報 (2017年12月現在)

※ 車種により、純正の9インチモデル専用クラスターパネルが必要となる場合や、一部加工が必要となる
場合がございます。詳細は販売店またはディーラーにご相談ください。

※ 取付キット等、詳細情報および更新情報についてはClarionホームページ「NXV977D」 
取付適合車種情報をご覧ください。

※ ソフトのアップデートが必要となります。

Android™スマートフォンの機能を操作できる 
「Android Auto™」対応

iPhoneとナビゲーションをUSBで接続し、音声認識機能「Siri」や、走行中の通話・
音楽再生・メッセージ再生などをハンズフリーで操作できます。

iPhoneの機能を操作できる「Apple CarPlay」対応
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