
iPhone

Android

iPhone

Android

無  料

対応モデル  
MAX777W / NX717

ご用件は何でしょう？

電 話 ショート
メッセージ

音 楽目的地検索 メール

「スーパーパンケーキ」が見つかりました。
「詳細を表示」と言うと、詳細情報が 

確認できます。
詳細情報を
表示します。

ダウンロードボイス

地図が
広い！ 

映像も 
上下まで

表示！ 

広範囲な地図や、ダイナミックな映像も上下の黒帯を表示することなくフル画面で表示します。また、200mmコンソールにジャストフィットし
専用ガーニッシュが不要。多くの車種に対応します。

幅広い車種に対応するスーパーワイド「シネマ画面」

地図も動画も鮮やかで見やすい「UWVGA / WVGA画質」

7型16：9画面 7.7型 シネマワイド 20：9画面

上下に黒帯が表示される 画面いっぱいに表示

発話で検索ができる 「Intelligent VOICE」

※  ご利用開始日から3か月間、全機能を無料でご利用いただけます。3か月後は、ローカル検索結果の表示のみ無料でご利用いただけます。その他機能はすべてプレミアムサービスへの登録（有料）が必要となります。 
※  「Intelligent VOICE」プレミアムサービスの登録方法についてはClarionホームページをご覧ください。
※ 接続方法については、P.11「Smart Access 4Car」をご覧ください。
※  MAX777W/NX717のWi-Fi接続でご利用の場合もBluetooth®での接続が必要となります。

あいまいな内容でもすばやく検索 
「ローカル検索  powered by Google™ 」
検索したスポットの営業時間やクチコミも表示できます。

天百合 姫歌 池袋 都紬 神楽坂 静 神田 琴羽
あまゆり　ひめか いけぶくろ　つづむ かぐらざか　しずか かんだ　ことは

クラリ音響学院高等部　2年　
アイドル科

生徒会会長 生徒会副会長 生徒会書記 生徒会会計

クラリ音響学院高等部　2年　
演奏学科

クラリ音響学院高等部　1年　
俳優タレント科

クラリ音響学院中等部　2年

（ＣＶ： 田村ゆかり） （ＣＶ： 田中美海） （ＣＶ： 上坂すみれ） （ＣＶ： 水瀬いのり）

対応モデル :  MAX777W / MAX677W

UWVGA :  MAX777W / MAX677W
WVGA :  NX717 / NX617 / NX617W

さまざまなキャラクターの誘導音声に変更して、ドライブを楽しもう

便利なアプリをラインアップ
「Smart Access 4Car」

音声認識や駐車場情報、トイレ検索など、ドライブに 
便利なアプリをラインアップ。アプリの追加や更新は 
スマートフォン上で自動的に行われるため、アプリを 
個別にインストールする手間もありません。

アプリで探した目的地をナビゲーションに送信できる
「NaviCon」に対応。グルメやレジャー、観光名所など
多彩な人気アプリを利用できます。

Clarion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、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。

● Intelligent VOICE(音声認識）
● フォートラベル
● とくせん周辺情報
● 今日のふるさと料理
● 都道府県クイズ

● Music
● News（ニュース）
● Weather（天気予報）
● Wallpaper（壁紙）
● Calendar（カレンダー）

● ガスプライス
● 駐車場満空情報
● トイレサーチ
●オービススコープ
● Intelligent Tune App

お出かけサポートアプリ
「NaviCon」対応

見やすい画面から音楽再生が 
できる「Music」

観光アプリから検索できる
「フォートラベル」

車種別の本格的なチューニングが
楽しめる「Intelligent Tune App」

ドライブに役立つアプリをラインアップ

スマートフォンの音楽を手軽に再生。 
リピート再生やシャッフル再生も可能です。

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。

Smart EQ plusを使用し、車内環境に 
最適な音響設定で音楽を楽しむことが 
できます。

NaviConサポートサイト

< App Store > < Google PlayTM ストア >

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

ダウンロードボイス体験や購入はこちら！  
http://www.smart-acs.com/contents/downloadvoice/index.html

対応モデル :  MAX777W / NX717

※ 接続方法については、P.11「Smart Access 4Car」をご覧ください。 ※  MAX777W / NX717のWi-Fi接続でご利用の場合もBluetooth®での接続が必要となります。

※ 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。

有  料

個性的なセリフで案内する「特別版」、他のキャラクターとの「掛け合い版」も登場。

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。 ● 地図更新データは、2018年以降毎年4月配信予定となります。 
● 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。

希望小売価格 オープン価格※ ○保 

MAX777W

希望小売価格 オープン価格※ ○保 

NX717
希望小売価格 オープン価格※ ○保 

NX617

希望小売価格 オープン価格※ ○保 

NX617W

希望小売価格 オープン価格※ ○保 

MAX677W

Smart Accessリンク  
スーパーワイド7.7型  
UWVGA 地上デジタルTV/ 
DVD/SD 200mm  
AVナビゲーション

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

Smart Accessリンク 
ワイド7型 VGA  
地上デジタルTV/
DVD/SD 200mm  
AVナビゲーション

スーパーワイドナビ
シリーズ

NXシリーズ

＜ご購入から最長3年間最大3回まで無料＞地図更新

SDカード条件:
16GB以上32GBまで

確かな機能やアプリ連携が充実したナビゲーション

7型モデルと比較

従来の７型モデル

約 mm広い20

自由なワードで検索ができる「Intelligent VOICE」。思いついた瞬間を逃さない、スピーディな音声検索を実現します。

音声で、こんなに機能操作できます。

専用ボタンやメニュー画面から起動

●株式会社デンソー

見やすい画面と便利な音声認識で、
安全・快適なドライブをサポート

ドライブがもっと便利になる
スマートフォン連携

MAX777W / MAX677W / NX717 / NX617 / NX617W

ワイド画面・音声認識 スマートフォン連携
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※ 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。



最 大

5
ル ート

Smart Access 4Car
「Intelligent Tune App」

iPhone

Android

中継局

中継局スムーズサーチ作動

親 局

いさだ い ば は つ け

都道府県から入力しなくても探せる「住所検索」や、一文字から予測される候補を表示する「名称検索」など、多彩な検索機能を備えています。

一般道から高速道まで、全ての道をひと目でわかりやすく表示します。

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。

使いやすさにこだわった、目的地検索

はじめての場所でも、わかりやすく案内する表示誘導

４か国語から選択可能

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。

リアルタイム情報で運転をサポートする「VICSワイド」

立体的で実際の景観がわかりやすい、 
3D Viewマップ リアルポリゴン表示
25m～500mのスケールでも、建物の形状を詳細に表現します。建物を透過
することで、奥の道路も一目で確認することができます。

3D表示だから、ランドマークも、
ひとめでわかります。

最大5ルートまでサーチ「複数ルート探索」

スマホアプリで車種別 
チューニングが楽しめる
Smart Access 4Car に含まれるIntelligent Tune AppのSmart EQ plus
を利用すれば、本格的な車種別チューニングが手軽に行える画期的な音響
技術です。 ※Smart EQ plusの有料アイテムを3か月間無料でご利用いただけます。

※一部の表示を除く。地図は日本語表示のみとなります。

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」  
（音像定位制御）

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」
（疑似サラウンド）

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」  
（音量自動調整）

圧縮オーディオを高音質化する 

「サウンドリストアラー」 （高音域補完）

原音本来の迫力あるサウンドを呼び起こす  

「ダイナミックビートエンハンサー」  
（ダイナミックレンジ拡張）

迫力ある重低音を放つ 

「バーチャルバス」 （低音域補完）

独自の音響テクノロジー「Intelligent Tune」

Bluetooth®

ハンズフリー通話 / オーディオストリーミング

CD/DVD再生
自宅で録画したDVD（DVD-VRモード

（CPRM）対応ディスク）も楽しめます。

SD/SDHCメモリーカード 
音楽・動画再生
音楽ファイル再生(MP3 / AAC /WMA)
動画ファイル再生(MPEG-4 / H.264 / WMV)

USBメモリー音楽・動画再生

ミュージックキャッチャー

音楽ファイル再生(MP3 / AAC / WMA)
動画ファイル再生(MPEG-4 / H.264 / WMV)

ドライブ中に最大4,000曲※を録音

iPod/iPhone
音楽・動画再生/充電

※  1曲4分として換算。16GBのSDHCメモリーカード 
  使用時。4GBのSD/SDHCメモリーカードでは 
 約1,000曲の録音ができます。

※  市販のSDメモリーカードが必要となります。

※  動画再生はiPhone 4sのみ対応と 
 なります。

好みの画質が選べる「映像モード」搭載
美しく途切れにくい高感度地デジTV

● 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。

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。

MiracastTM対応スマートフォン※をワイヤレス接続するだけで、スマートフォンの
動画や音楽をナビゲーション本体でも楽しめます。
※ Wi-Fiスマホリンクに対応したAndroid™スマートフォンのみ対応となります。 
※  Miracast™は、すべての機器で接続できるわけではありません。接続するAndroid™スマートフォンの 

 取扱説明書をご確認ください。

スマートフォンの画面をワイヤレスで映し出す 
「Wi-Fi Miracast™再生」

幅広いデジタル機器やメディアに対応

「フルデジタルサウンドシステム」との
デジタル接続に対応
MAX777Wは「フルデジタルサウンドシステム」へのデジタル接続が 
可能なデジタルコアキシャル端子を搭載。Digital to Digital接続で 
音源を劣化させることなく高音質再生を可能にします。

対応モデル :  MAX777W / NX717

対応モデル :  MAX777W

気象災害エリアの10km以内に接近すると、災害速報が地図上にアイコンで表示されます。また、
ゲリラ豪雨などの場合は、エリアをメッシュで表示し、緊急情報を受信した場合は、自動的に割り込
み表示で情報を教えてくれます。

災害速報のアイコンをタッチすると 
詳細情報を見ることができます。

緊急情報や気象・災害情報の割り込み
表示画面

気象・災害エリア情報を表示

省エネ度を５段階で 
表示します。

地名からでも候補をリストアップ「住所検索」 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。

高速JCTイラスト複雑交差点イラスト

対応モデル :  MAX777W / NX717

対応モデル :  MAX777W / NX717

※ 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。

※ このアプリは「Smart Access 4Car」
アプリに含まれます。 詳しくはClarion
ホームページをご覧ください。

有料道路を優先、燃料消費が少ない
有料道路を優先、所要時間が短い

一般道路を優先、所要時間が短い
一般道路を優先、燃料消費が少ない
一般道路を優先、目的地までの距離が短い

有料（省エネ）
有料優先

一般優先
一般（省エネ）
距離優先

渋滞
混雑
規制
順調

検  索

表示＆誘導

探  索

到着までしっかりサポート、 
充実のナビ機能

多彩な音響テクノロジーで、 
音楽も動画も楽しめる

MAX777W / MAX677W / NX717 / NX617 / NX617W

ナビ機能 サウンド・メディア
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