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●「VICS」および「VICS WIDE」は財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。●ETC2.0ロゴ、ETCロゴは一般財団法人ITS
サービス高度化機構（ITS-TEA）の登録商標です。●Bluetooth®およびBluetoothロゴは米国Bluetooth SIG,Incの登録商標です。●製品名などの
固有名称は、各社の商標または登録商標です。●車両への取付けの際、別売の配線キットや接続ケーブルなどが必要になる場合があります。●カタログに
記載の仕様および外観は改善のため本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。また、各ユニットの画面写真ならびに表示は、別売オプションを
接続している場合があります。●商品の希望小売価格（税別）には取付費などは含まれません。●各画面はハメコミ合成で、色および仕様などは実際と
異なる場合があります。●このカタログの記載内容は2019年10月現在のものです。

ポリライン表示 91h
外部側から地図画面にポリラインを表示することが可能。色を赤、黄、青から選択できるほか、直線だけでなく矢印を表示することも
できます。また、文字列を表示することも可能です。
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●

オリジナルアイコン表示 92h外部側から地図画面にオリジナルアイコンを表示することが可能。また、文字列を表示することもできます。

外部側から地図画面にポリゴンを表示することが可能。赤、黄、青から色を選択できるほか、透過率を16段階で指定することができ
ます。また、文字列を表示することも可能です。

●

●拡張応答付メッセージ表示 59h
カーナビの画面上に、①ボタン数が異なる4つの基本画面パターン、②フォントの大きさ標準/大、③背景色2色、④ボタン色6色、⑤
個々のボタンの表示/非表示を選択できます。また、ボタンが押された時の動作を、押されたボタンNo.を出力する/簡易ルート探索/
指定位置表示の3つから選択が可能。

機能名 機能説明 コマンドID

ルート探索/消去 19h「簡易ルート探索」の機能に加えて、立ち寄り地点を最大4ポイントまで指定可能。

立ち寄り地点指定ルート探索 「簡易ルート探索」の機能に加えて、立ち寄り地点を最大5ポイントまで指定可能。さらに、探索条件の指定もできます。

電話番号によるルート探索 電話番号による目的地送信が可能。探索条件はあらかじめ設定されている条件となり、立ち寄り地点の指定はできません。

20h簡易ルート探索
外部側からカーナビに目的地を送信することが可能。目的地まで自動的に道塗りが行われ、ルート誘導が開始されます。探索条件
(距離優先、有料道路回避など)はあらかじめ設定されている条件となり、立ち寄り地点の指定はできません。

35h

41h

応答付きメッセージ表示 39h

登録地点一覧取得 34h
カーナビに設定されている登録地を、センター側が一覧で取得することが可能。乗務員が新規に登録した顧客位置情報などをセン
ター側で取得・管理することができます。（最大1000件＋自宅1件）
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メッセージ既読確認 13h
27h※3センター側から送信したメッセージの既読/未読を確認できます。

表示されたメッセージに対して、「はい・いいえ」の応答を返すことが可能。指定先への訪問可否等が確認できます。

75h基本位置情報取得
GPS情報およびジャイロ/加速度センサー情報に基いて、車両の位置（緯度・経度）・高度・速度・進行方向や、時刻の情報を取得。
カーナビ使用の場合、位置はマップマッチング後の値を出力するため、より精度の高い位置取得を実現します。車両の位置把握のほ
か、走行記録による日報処理などにも活用できます。

地点登録/消去 33h外部側からカーナビに対し、登録地や自宅を設定/消去可能。訪問先を一括登録し指示することができます。

各種情報消去・初期化 55h
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他車位置表示/消去 18h他の車両の位置情報をカーナビに送ることにより、他車の位置をアイコンで表示することが可能。該当車を他車と合流させたい場合
などに活用できます。

経路状況取得 37hルート設定がされているときに、カーナビに表示される残り距離、残り時間、予想到着時刻、高速予想料金を、センター側で取得する
ことが可能。顧客からの問い合わせ対応時などに便利です。

設定目的地取得 1Ahカーナビ側で設定しているルートの目的地をセンター側で取得でき、現在向かっている訪問先を確認可能。

文字(数字)入力 50hカーナビ上で入力画面を呼び出し、文字や数値を入力してセンター側に知らせることが可能。給油量やお客様名など、センター側が
把握したい内容をタイトル名として自在に設定できます。

ルート・登録地などのユーザー情報、各種音量設定を外部から一括消去・初期化可能。コマンドの完了時にBEEP音の有無を選択可
能。顧客情報の漏洩防止などに役立ちます。

指定位置表示/取得 32hセンター側が指定した位置をカーナビに表示させることができるほか、乗務員が見ている地図をセンター側で把握することも可能。
乗務員/センター側双方で、位置を確認し合えます。
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12h
38h※2メッセージ送信・消去・全消去

カーナビの画面上にセンター側から送信したメッセージを表示することが可能。また、カーナビが受信したメッセージは、履歴とし
て最新の100件まで自動保存され、既読/未読の判別も画面上で確認できます。メッセージをセンター側から全消去することが可
能です。

46h
56h※6動態状態出力設定

「動態状態出力」を有効にするための機能。これにより、カーナビのメニューの中に、任意の文字が指定できる(例：「出発」「到着」「作
業開始」「作業終了」「休憩中」…など)動態ボタンを配置・設定可能。ボタンが押された後に、地図画面に戻るか、そのままかを選択可
能。※運行管理以外でも、「予約延長」｢返却場所案内」など様々な用途に活用できます(例：カーシェアリング)。
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GPSアンテナ診断 78h

バージョン情報取得 1Eh
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到着目的地取得 58h
カーナビ側がルート設定の上で目的地に到着した際、その目的地の位置や名称を出力することができ、車両がどこに到着したかを確
認可能。 ●

動態状態出力 47h現在の業務状態(動態)を出力する機能。「戻る」など他のボタンでナビ画面が変わったときには、その応答を出力します。乗務員に該
当の動態ボタンをタッチさせることで、センター側は現在の業務状況を把握することが出来ます。

●目的地設定状況取得 5Bhカーナビ側で目的地を設定したときに、カーナビに表示される残り距離、残り時間、予想到着時刻、高速予想料金、目的地の位置や
名称が出力されます。センター側で車両がどこに向かおうとしているのかを確認できます。

●危険運転状況取得 5Ah
車両の状態が、あらかじめ設定されている警告条件（急加速閾値、急減速閾値、速度超過閾値など）を超えた場合、その位置や速度、
方位、加速度などの情報が出力されます。※条件はSDカードからのみ設定可能。
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■ シリアルコマンド機能一覧

コース登録/消去 60h
外部側からカーナビに対し、登録コースを設定/消去可能。複数の目的地をコースとして登録することで、簡単かつ確実に日々の訪問
先を案内することができます。 ●

※1 方向変化量・左右加速度は取得不可。　※2 ID12hの場合はメッセージ受信時にビープ音、ID38hの場合は無音。　※3 ID13hの場合は最新メッセージの既読/未読のみ確認可能。ID27hの場合はどのメッセージでも既読/未読の確認を行うことが可能。　※4 登録/消去可能件数は最大1,000地点。　
※5 自宅の登録は不可。　※6 ID46hにより7個の動態ボタンの配置・設定が可能。8個目の動態ボタンを配置・設定するためにはID56hを使用。またID56hでは動態ボタンメニューに対するタイトル文字を指定可能。　※7 音量設定情報の初期化は不可。　※8 アンテナ診断結果は常に正常となります。

簡易メッセージ表示 51h
カーナビの地図画面上部または下部にメッセージを表示可能。走行時の安全・運転を喚起するメッセージなどを表示時間指定で設
定して活用できます。

GPSアンテナが機能しているかを判定し、コネクターの抜け落ちやコードの断線などをチェックできます。

製品のソフトウェアバージョンを取得可能。複数モデルを混在利用していても、機種の判別を容易にします。
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機能名 機能説明

■ その他の業務用機能（SDカード機能）一覧

カードに保存された地点情報を、カーナビに取り込むことなく、直接検索可能。設備や施設の管理・メンテナンス業務など、大量の訪問先がある場合に特に有効です。
地点ごとに詳細なコメントや画像もつけられます。

※1 最大読込可能件数は1,000件。　※2 最大登録可能件数は理論値で2,700万件となりますが、実際の最大件数はカードの容量・画像データの有無によって異なります。

●※1カードに保存された登録地データを一括で読み込み可能。配送先や配送順の指定などに活用できます。

●車両位置・速度・方向・時刻・動態状態等をカードに記録。走行記録による日報処理や安全運転解析、運行改善指示などに活用できます。

●※2SDカード地点検索

SDカード登録地読込機能

SDカードログ機能

AVIC-BZ501-B2V/BX500Ⅳ-B2V

AVIC-BZ501-B2V/BX500Ⅳ-B2V

B.PROカーナビ　パイオニア 検　索お問い合わせ、
ご相談はこちらから

拡張位置情報取得 36h
GPS情報およびジャイロ/加速度センサー情報に基いて、加速度情報(前後/左右)や方位変化量、積算走行距離(オドメーター)が取
得可能。安全運転解析や運行改善指示に活用できます。 ●※1

●このカタログに記載の商品はDC12Vマイナス　アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24Ｖ車での使用はしないでください。火災の原因となります。※一部、24V対応の商品を除く。
●このカタログに記載の商品は車載用です。車載以外（レジャーボートやアウトドアなど）での使用はしないでください。火災や故障の原因となります。
●このカタログに記載の商品は車室内での使用を前提としています。車室外（２輪車など）での使用はしないでください。火災や故障の原因となります。
●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に商品の取付けと配線をしないでください。エアバッグ動作を妨げる場所に取付け・配線すると交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。
●ナビゲーションによるルート案内時も、実際の道路標識や現地の状況に従ってください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する場合や、自動車が通行不能な道・地元の
　住人しか利用できない道などを探索することがあり、交通事故の原因となります。
●走行中の運転者は、地点登録・メモリー設定などの複雑な操作をしないでください。前方不注意となり事故の原因となります。必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。また、音声での操作の際も安全には十分に注意してください。
●走行中の運転者は、モニターでの操作や画像（モニター画面等）を注視しないでください。前方不注意となり事故の原因となります。必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

●安全運転のため、ご使用の前に、「取扱説明書」､｢取付説明書｣と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●商品の取付け・配線には､専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店や取付業者に依頼してください。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
●モニターや各種マイク・リモコン・オプションユニット等は、運転の妨げにならない場所に設置してください。

B.PROカーナビカタログ ’19 Vol.2



B.PROカーナビ
運行の効率化やドライバーの安心・安全のために業務にカーナビを活用する企業が増えてきました。
また、IoTの広がりによって業務車両に関わる様々なシステムやクラウドサービスが提供されており、
複数の車載機がひとつの車両に装着されていることも珍しくありません。

様々な業務機能を統合できる新発想の法人向け業務用カーナビ

B.PROカーナビはこのような状況をふまえ、

1 2

スマートフォンやタブレットのように必要なアプリを追加できる 「開発自由度」

様々な車載機と連携可能な 「拡張性」

過酷な車載環境に耐えうる 「信頼性」

特長2 過酷な車内環境に配慮した
信頼性の高い車載設計

を兼ね備えた新しい業務用カーナビです。

トラック、営業車、送迎車など

カーナビにアプリを追加できる画期的なプラットフォーム

クラウド型運行管理サービス「ビークルアシスト」対応

他車載機からのシリアルコマンドにより、情報のやりとりやカーナビの操作が可能

豊富な車載機の開発ノウハウを活かした、耐熱、耐湿、耐振動設計。

お客様が開発した業務に必要なアプリを追加して動
作させることができるほか、内蔵の高性能カーナビアプ
リと連携させることも可能です。追加したアプリから
は、シリアルポート、Bluetooth®、USBメモリー、SD
カード、専用通信モジュールを使用したサーバー接続
など多彩な方法でアクセス可能です。
※アプリ追加機能をご使用になる場合は、別途当社との契約が必要となります。契約後に、
追加アプリ連携開発仕様書を提供します。

車両の動態管理、メッセージによる業務
指示や運行コースの送信・進捗管理のほ
か、危険運転の把握や自動日報作成な
ど高度な運行管理・支援を行えるパイ
オニアのクラウド型運行管理サービス
「ビークルアシスト」に対応しています。

業務用の専用端子「シリアルポート(D-SUB9ピン)」
と、「Bluetooth®(SPP)」を装備。これらと様々
な車載機を接続することで、外部側からの
指令（シリアルコマンド）をカーナビに

送り、カーナビを遠隔操作したり、
カーナビからの情報を入手

することが可能です。

特長1 豊富なシステム拡張性

様々な車載機と接続・連携するための「シリアルポート
(D-SUB9ピン)」と「Bluetooth®(SPP)」に対応

パイオニアサーバー

通信通信

インターネット
回線

インターネット
回線高性能な

専用車載端末

お客様
パソコン端末
（ブラウザ）

こんな課題
に対応します

アルミ製高効率ヒートシンク

車載機

車載機

車載システム事務所システム

システム概念図例

搭載している機器が熱や振動、
湿度など車の環境に耐えられず
故障が多い。

車両の中に様々な車載機が存在し、
それぞれが操作ディスプレイを持ち、
通信するなど、コスト増や煩雑な
インターフェースとなっている。

独自の業務用途に合わせた動作や表示を
行うなどしてカーナビを活用したいが、
対応できるカーナビがない。

車両の位置が不正確など
地図アプリの性能に不満がある。

※本モデルは、1993年の開発モデル時に制定されたコマンドの通信仕様を
　　踏襲しており、過去の当社シリアルポート対応カーナビとの互換性を担保しております。

SD
カード

USBメモリー

シリアルポート
or

Bluetooth®（SPP）

専用通信
モジュール

追加アプリ

OS
メインCPU

標準装備
カーナビ
アプリ

連 携

追加アプリからSDカード、
USB、シリアルへアクセスが可能。

アプリを追加し動作可能。
カーナビアプリとも連携。

任意のサーバーと
接続可能

B.PROカーナビ

外部機器

その1

その2

その3

シリアルポート

or
（SPP）お客様が開発したアプリ

※接続の際は、シリアルポートもしくはBluetooth®のどちらかを選択する必要があります。

恒温槽

振動試験機による振動耐久試験、恒温槽による
高温動作試験など車載スペックで厳しい試験を実施

大型ヒートシンクなど高温耐性に
配慮した設計



それぞれの使いやすさに
特化できるオリジナルナビメニュー

※画面はイメージです。

●オリジナルメニュー参考例

●オーバーレイ表示参考例

※画面はイメージです。

外部からルート探索を実行

外部で車両の位置情報を取得

外部から画面にメッセージを表示

作業実績の記録・管理 が
行える業務入力画面

▲コース業務管理アプリ表示例 オリジナルのアプリを開発・その業種や企業に最適化された
業務入力画面を用意できます。
※画面はイメージです。

構内の倉庫位置や進入経路など、
企業ごとに異なる注意点などを
表示させることができます。
※画面はイメージです。

▲「AVIC-BZ501-B2V/BX500Ⅳ-B2V」表示例

「B.PROカーナビ」活用例

様々な車載機のインターフェースを
集約できる「車載機操作・画面表示」

▲「AVIC-BZ501-B2V/BX500Ⅳ-B2V」表示例

3 4

様々な業務に自在に活用できるB.PROカーナビ。
その活用の一例をご紹介します。

1-2
活用例

追加アプリ

1-4
活用例

追加アプリ

2-1
活用例

シリアルコマンド

2-2
活用例

シリアルコマンド

1-1
活用例

追加アプリ

2-3
活用例

シリアルコマンド

ドライブレコーダー

温度センサー
デジタル
タコグラフ

ドア開閉センサー

【車載機集約イメージ】

業務端末業務端末

お客様が開発したアプリ
通信・操作ディスプレイを

集約

※画面はイメージです。

USBカードリーダー

USBプリンター
カーナビの画面上に外部側から送信した
メッセージをその他車載機経由で表示
することが可能。また、音声で案内させる
ことも可能です。ドライバーは表示された
メッセージに対して、「はい・いいえ」などの
応答を返すこともできるので、たとえば
指定先への訪問可否などがセンター側で
確認できます。

業務に必要な位置に関わる情報を
地図上に重ねて描画できる「オーバーレイ表示」1-3

活用例

追加アプリ
お客様が保有しているデータを、ポリゴンや
ポリライン、オリジナルアイコンとして、カーナビ
の地図上に重ねて表示することができ、より
高いレベルの誘導や安全運転支援を行えます。
エリアごとの需要予測を表示したり、移動時
に回避させたいエリアや大型施設への進入
経路の表示、業務に関わる施設の地点表示な
ど、お客様の用途に応じた使い方が可能です。

その他車載機経由で、外部側からカーナビに向け、目的地を指示・送信することが可能。
これにより、カーナビで自動的に目的地までのルート探索が行われ、誘導・案内が開始されます。
さらに、外部側から立ち寄り地点の指定ができるほか、ルート探索の条件(距離優先、有料道
路回避など)を指定したり、電話番号による検索を行うことも可能です。

外部機器を操作するためのアプリを追加することで、様々なその他車載機を
カーナビのタッチパネルを使って操作することが可能です。また、追加アプリ
経由で通信を行うことも可能。複数の車載機の表示や操作、通信をカーナビ
に集約することで、操作性を向上させるとともに、操作系や通信系のコスト
ダウンを図った商品企画も検討いただけます。

お客様が開発・最適化したカーナビを操作するためのアプリを追加し、
用途に応じたオリジナルのメニューで動作させることが可能です。

追加したアプリ上で、ドライバーがカーナビから 様々な業務入力を行うことで、
車両ごとの作業進捗状況をセンター側で把握で きます。

GPS情報およびジャイロ/加速度センサー情報に基づいた、車両の位置
（緯度・経度）・速度・進行方向や、時刻の情報をその他車載機を経由し外部
側で取得可能。位置はマップマッチング後の値を出力。精度の高い位置取得
を実現しています。センター側での特定車両の位置把握のほか、走行記録
による日報処理などにも活用できます。その他にも、GPS情報やジャイロ/
加速度センサー情報に基づいて、加速度情報(前後/左右)や方位変化量、
積算走行距離（オドメーター）が取得可能。安全運転解析や運行改善指示に
活用できます。

ポリゴン ポリライン オリジナルアイコン



高性能カーナビ能力

車 種

普通、中型、大型（特定中型）乗用
大型（特定中型）貨物、大型特殊

寸 法

総重量、幅、高さ

危険物

あり、なし

▲着信時画面例

「高精度な車両位置」「高精度な目的地への到着予想時刻や予想所要時間」を活用できるほか、
「安心の誘導機能」で事故削減もサポートします。

ヒヤリハット地点案内 冠水注意地点表示

一時停止案内 ゾーン30エリア表示

高精度な車両位置 高精度な目的地への到着予想時刻や所要時間

安心の誘導機能

バージョンアップ（地図更新）

ナビ用メインCPUとは別に、自車位置演算専用CHIPを中枢とする自車
位置精度専用システムを搭載。最先端のGPSセンサー、ジャイロセン
サー、加速度センサー、地図データから得る膨大かつ緻密なデータを高
度に演算処理し、より正確な自車位置表示を実現します。さらに、数多く
の走行試験データのノウハウを反映させることで、正確な自車位置表示
が困難だった場所も飛躍的に精度が向上しています。

過去の膨大なVICS情報を基に、季節・
曜日・大型連休・3連休・時刻を基準に
統計処理。さらに、ユーザーから提供さ
れたVICSエリア外の道路データも統
計処理した独自の渋滞予測データ。現在
のリアルタイムな状況に加え、出発後
の道路状況の予測を考慮することで、
より効率的なルートを提案します。

内蔵のBluetooth®モジュールとハンズフリー用マイク
（別売）を利用して携帯電話の通話が可能です。

期間内に1回、最新のデータにバージョンアップする
ことができます。バージョンアップ方法は、SDメモ
リーカードを交換するだけなので手間いらずです。 

自車位置がズレやすい様々な場所で効果を発揮

ナビ上に設定する車両情報

車両情報考慮ルート探索 豊富なドライバーサポート機能

Bluetooth®ハンズフリー対応

大型車の運行に重大な影響を与えかねない場所を回避して、訪問地へ誘導
します。大型車などが進入した場合に重大な危機につながりかねないトンネル・
橋・高架下・アンダーパス・踏切における各種規制データを整備。車種や車両
寸法、危険物積載の有無に合わせ規制を回避したルートを探索します。

地図更新バージョンアップ1回分付 
［申込期間］2020年5月～2022年9月

渋滞予測データ 全道路対応

一般道の旅行時間情報をはじめとする
詳細な最新の渋滞情報や規制情報を取
得して、より精度の高い渋滞回避ルー
トを提案します。さらに、緊急情報にも
対応し、台風などの気象情報や津波の
発生・火山の噴火などの特別警報情報
も取得できます。

過去のユーザー走行データを分析、急ブ
レーキが多かった地点を「ヒヤリハッ
ト」地点として地図上にアイコン表示。
また、ルート誘導時にも音声で注意喚起
します。

集中豪雨のときに冠水する可能性のあ
るアンダーパスなどの地点の情報を表
示。その場所を避けて運転するなどの対
策が立てられます。

一時停止地点を表示するとともに、効果
音でもお知らせ。見逃しやすい地点もあ
らかじめ把握できて安心です。

区域内のクルマの最高速度を時速30km
未満に制限する交通規制「ゾーン30」の
エリアを表示することが可能です。エリア
を把握することで安全運転を支援します。

新しい渋滞情報サービス「VICS WIDE」に対応

品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メモリーナビゲーション
品番 AVIC-BZ501-B2V AVIC-BX500Ⅳ-B2V
形状タイプ メインユニットタイプ オンダッシュタイプ
モニタ部
画面サイズ 7型ワイドVGA
画素数 1,209,600画素［水平840 X 垂直480 X 3（RGB）］
方式 TFTアクティブマトリクス方式
バックライト LED光源
タッチパネル 静電容量方式
USB部
USBクラス マスストレージクラス
最大供給電流 1.5 A（type-A）
最大メモリ容量 16 GB
ファイルシステム FAT16/FAT32
SDメモリーカード部
SPEED CLASS Class2/4/6/10
フォーマット Ver.3.0
最大メモリ容量 512 GB（SDXC使用時）
ファイルシステム FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時）

ラインアップ 車両や用途に応じて商品形態を選べます。

仕様

品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メモリーナビゲーション
品番 AVIC-BZ501-B2V AVIC-BX500Ⅳ-B2V
形状タイプ　　　　　　　メインユニットタイプ　　　　　　　　オンダッシュタイプ
Bluetooth部
Bluetoothバージョン Bluetooth4.1
出力（BR/EDR） 最大+4dBm（Power Class2）
外部入力
AUX入力 映像:1.0Vpp±10％（signal：White 100 %）音声:2.0 Vrms以下
バックカメラ入力 1.0 Vpp± 10 ％（signal：White 100 %）
外形寸法
本体部 178×100×165 [mm] 206×109×42 [mm]
重量
本体部 2.1 [kg] 0.7 [kg]
電源仕様
電源電圧 14.4 [V]（10.8～15.1V使用可能） 14.4 [V]（10.8～30.0V使用可能）
最大消費電流 10[A] 6[A]
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ヒヤリハット地点があります。
ご注意ください。

本商品の取扱いや追加アプリの開発仕様書の提供については法人に限定して個別対応をさせていただいております。
ご興味をお持ちの場合はお問い合わせください。

オープン価格＊

AVIC-BX500Ⅳ-B2V
オープン価格＊

AVIC-BZ501-B2V メインユニットタイプ

立体駐車場

高架下

トンネル

高速平行

急カーブ

高速入口

旋回や傾斜が把握できずにズレやすい

GPS電波が届かずにズレやすい

GPS電波が届かずにズレやすい

判別が難しくズレやすい

急な走行変更を把握できずにズレやすい

分岐や傾斜が把握できずズレやすい

重量制限 高さ制限 最大幅

危険物積載車両
通行止め

大型貨物自動車
通行止め

大型乗用自動車
通行止め

企業や用途に応じてHOMEメニューのアイコンの配置や形状を変更
することが可能です。

HOMEメニューカスタマイズ

※対象道路:東京都/大阪市/名古屋市は
　すべての道路、その他全国は国道および県道。 

16GBフラッシュメモリー7V型ワイドVGAモニター

VICS WIDEDVD/CD

Bluetooth®オーディオ

ETC2.0対応※1

FM/AM

バックカメラ対応※3ドライブレコーダー対応※2

24V車対応7V型ワイドVGAモニター 16GBフラッシュメモリー

VICS WIDE ETC2.0対応※1Bluetooth®オーディオ

バックカメラ対応※3ドライブレコーダー対応※2

オンダッシュタイプ

バックカメラ
ユニット

シリアルケーブル

CD-DS150
オープン価格＊

カメラ端子変換コネクター

RD-C200
希望小売価格2,000円(税別) オープン価格＊

「AVIC-BZ501-B2V」への
バックカメラ接続時に使用。

USB接続ケーブル

CD-U120
希望小売価格3,000円(税別)
「AVIC-BZ501-B2V」への
通信モジュール接続時に使用。

拡張ケーブル

CD-EX020
オープン価格＊

ハンズフリー用マイク

CD-VM040

オプション
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「AVIC-BZ501-B2V」への
シリアルケーブル追加時に使用。

「AVIC-BX500Ⅳ-B2V」へのETCユニットや通信
モジュール接続、シリアルケーブル追加時に使用。

ハンズフリーを利用する
場合に必要なマイク。

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※1 別売ETC2.0ユニットが必要です。※2 別売ドライブレコーダーユニット「VREC-DS600」が必要です。※3 別売バックカメラユニット「ND-BC001」が必要です。バックカメラ接続時に
は駐車アシスト線を表示します。

ドライブレコーダー
ユニット

オープン価格＊
VREC-DS600

「もしも」のときにも安心・便利な
小型・高画質ドライブレコーダー。

ETC2.0
ユニット

オープン価格＊
ND-ETCS1

ETC2.0サービスを
カーナビと連動して利用可能。

ETC
ユニット

オープン価格＊
ND-ETC9

利用履歴をカーナビで
確認できる。

データ通信専用
通信モジュール

（UIMカード非同梱/外部サーバー通信用）
オープン価格＊

ND-DC2-BN

（UIMカード同梱/ビークルアシストサーバー通信用）
オープン価格＊

ND-DC2-B

Option 
「オービスSD」

希望小売価格4,800円（税別）
CNAD-OP20ⅡSD

全国のオービスポイントを地図上の
アイコンと警告音でお知らせ。

新セキュリティ対応

高画質化と低価格化を両立した
RCAコネクタ対応のバックカメラ
ユニット。

オープン価格＊
ND-BC001




