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業務ユースにおすすめのポイント

ワイド6.75型 VGA 2DIN
FM/AM/USB/Bluetooth®
ディスプレイオーディオ

TY-1000A-B

※ 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。

※ USBメモリーに保存した音楽データが再生できます

希望小売価格 オープン価格※ 3 年保証

優れた耐久性 地図更新不要地図更新不要

学習型
ステアリング
スイッチ対応

4か国語
表 示

日 英
中 韓

リアビジョンカメラ
対応 <別売>BluetoothMP3/WMA

AAC※ USB

NEW Apple CarPlay 対応 Android Auto™ 対応

CDドライブ、SDカードスロットなし
タッチパネル操作のため

ボタンがないから故障しにくい!!

優れた耐久性 自車位置精度自車位置精度
自律航法だから
自車位置精度抜群！！

 スマ
ートフ

ォンと

　連携
させる

だけ

※ 画面はイメージです。

スマートフォンのアプリを大画面で表示・操作できる

法人様向け

スマートフォンのアプリを大画面で表示・操作できる

高性能な自車位置測位性能を実現！！高性能な自車位置測位性能を実現！！自律航法機能により

ディスプレイオーディオディスプレイオーディオ

スマートフォンの
ナビゲーションだから
いつでも地図が最新！！



音声操作 ハンズフリー
通話

ナビゲー
ション 音楽再生

12:00

タッチパネルだからスマートフォン感覚で、 簡単に操作できます。

リーズナブルな価格

さまざまなビジネスシーン

を実現。 TVチューナーレス設計

高耐久性だから、運搬車など でご利用できます。

外国人ドライバーが多い レンタカー でも、４か国語表示※でサポートします。

業務ユースに最適な、ポイントとは？

これからの主流。 ディスプレイオーディオとは？

ナビゲーション機能のないディスプレイ付きオーディオ車載機です。
スマートフォンと連携することでナビアプリなどのスマートフォンのアプリをディスプレイに表示し、

大きい画面での操作を実現できます。

※ Apple CarPlay, Android Autoの表示は、スマートフォンの言語設定に依存します。

GPSだけではなく、車両信号、ジャイロセンサーから自車位置を
測定する機能です。この機能で得た位置情報をスマートフォンに
送信することで、電波が届きにくいトンネル内部でも
高性能な自車位置精度を実現します。

自律航法機能とは　多彩な機能を活用できる
Apple CarPlay / Android Auto™ 対応
iPhoneやAndroidTM スマートフォンを接続するだけで、
ナビゲーションやハンズフリー通話など、「Apple CarPlay」
「Android Auto」の各機能を表示し操作することができます。
※ 本機はすべての動作を保証するものではございません。

対応アプリの詳細は下記WEBサイトを参照ください。

● Apple CarPlay
https://www.apple.com/jp/ios/carplay/

● Android Auto
https://www.android.com/intl/ja_jp/auto/

リアビジョンカメラ

延長USBケーブル
希望小売価格 円（税別） 1,800
CCA-755-500

車載用リアビジョンカメラ

RC15C

※ 道路運送車両の保安基準適合モデル
希望小売価格 円（税別） 12,800

オプション

その他 メニュー言語 日本語、英語、韓国語、
中国語（簡体字/繁体字）

Bluetooth®
電話
オーディオ

ハンズフリー、電話帳

画面操作、スピーカー出力
スマートフォン
連携

iPhone
Android スマートフォン
スマートフォン連携ナビゲーション

Apple CarPlay
Android Auto
自律航法式

本体

サイズ
モニター
ステアリングリモコン
最大出力

2DIN
ワイド6.75型 VGA
学習型 2ch
41W×4ch

オーディオ
AM/FMラジオ

USB

ワイドFM対応

MP3/WMA/AAC,  
FLAC,  JPEG

●LCDモニター部 6.75型TFT　画素数 1,152,000画素(水平800×垂直480×3<RGB＞) 　●FMチューナー/受信周波数 76.0～99.0MHz ●AMチューナー/受信周波数 522～1,629kHz ●GPS
受信周波数 1575.42MHz ●電源電圧 9～16V ●消費電流 6A以下 ●暗電流 3mA以下 ●外形寸法 W178×H100×D164.2mm ●重量 1.34kg ●動作温度範囲 -20～70℃

●定格、仕様及び外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。 ●画面デザインは改良の為、予告なく変更することがあります。 ●本リーフレットに掲載されているモニターの画面は、全てハメコミ合成です。 
●安全の為、一部機能は走行中操作を制限しています。 ●走行中の画面注視や操作による交通事故・交通違反の責任は負いかねます。 ●本リーフレットの価格には、取り付け費用は含まれません。 ●商品取り付け、および点検修
理時の脱着費はお客様のご負担になります。詳しくは販売店にお問い合わせください。 
●Apple CarPlay is the smarter, safer way to use iPhone in your car. Apple CarPlay seamlessly integrates your iPhone with the car's built-in display and controls. Now you can make phone calls, 
access your music, send and receive messages, get directions, and more while you stay focused on the road. 
Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety 
and regulatory standards. Please note that the use of this product with iPhone may affect wireless performance.
Apple CarPlay works with iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, 
iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s.
iPhone is trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.
●Apple CarPlay、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ●iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 ●Android, Android Auto, Google Playは
Google LLCの商標または登録商標です。 ●Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標です。

安全のため走行中のドライバーによる操作はしないでください。
また、操作をする場合は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。警告

本リーフレットの商品を正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前には必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みください。

クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社

注意

クラリオンお客様相談室
カスタマーサポートセンター

営業時間  9:30～12:00  13:00～17:00 （土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

0120-112-140
◎ 製品に関するお問い合わせは

http://www.clarion.com

詳しい情報は、Clarionホームページ
(TY-1000A-B)をご覧ください。

このリーフレットの掲載内容は、2020年10月現在のものです。
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