
注意
正しく安全にお使いいただくために､ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「取付要領書」をよくお読みください｡
運転の妨げとなる場所や水､湿気､ほこり､油煙の多い場所に設置しないでください｡事故､火災､感電､故障
等の原因となることがあります｡

警告
カーナビゲーションによるルート案内時は､実際の交通規制に従って走行してください｡自動車の運転中に〈地点
登録〉等の操作はしないでください｡このような操作は､必ず安全な場所に車を停車させて行ってください｡安全
のため走行中、ドライバーはETC車載器の操作はしないでください。

［安全に関するご注意］

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

カタログ請求、製品の取扱い方法に関するお問い合わせ先

三菱電機カーインフォメーションセンター

0120-182710
フリーダイヤル

9：00～17：30（土・日・祝日・弊社の休日は除く）

2013年1月作成

■ 別売オプション

7V型WVGAモニター/Blue too th®内蔵メモリーカーナビゲーションシステム

※車種によっては、取付けできない場合があります。販売店にご確認ください。
※車両のパーキングブレーキ線への配線は必ず実施してください。　
＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

7V型
WVGAモニター LEDバックライト

GPS用
フィルムアンテナ

VICS FM多重
受信機

Bluetooth®
内蔵 地図カード

USBメモリー
接続

約3,850万件住所
ピンポイント検索

1,334市区町村10m～
50mスケール市街地地図

約3,350万件電話番号検索
（個人宅含む）

付属･内蔵 AV機器 オプション対応ナビ機能
三菱電機メモリーカーナビゲーション

NR-MZ20オープン価格＊ NEW

ナビもAVもカンタンに使いこなせる、シンプルなカーナビゲーション。

都市高速入口
イラストマップ

リアル
交差点イラスト案内図

3D
リアルジャンクション

ラジオ
（AM/FM） 50W×4ch

MP3 WMA AAC WAV

5バンド
グラフィックイコライザー

Bluetooth®
オーディオ対応 ETC対応 リアカメラ

対応

外部入力iPod/iPhone
対応

方面看板情報表示アローガイドモード

三菱電機メモリーカーナビゲーション NR-MZ20

ビジネスユースに最適!
わかりやすい地図でしっかりナビゲート

■ スペック一覧

約W178×H100×D166mm
（突起部を除く）

2.0kg

DC14.4V

最大約10Ａ

－10℃～+60℃

7インチワイド

WVGA

タッチパネル

フラッシュメモリー

対応容量

対応デコーディングフォーマット

ＳＮ比

THD

最大出力

適合スピーカーインピーダンス

抵抗型透明タッチパネル

8GB（地図カード）

最大32GB（SDHC規格対応/CPRM対応）

MP3、WMA、AAC

70dB

0.5％以下

50W×4

4Ω

グラフィックイコライザー

調整幅レベル

受信周波数

ＳＮ比

受信周波数

ＳＮ比

受信周波数

受信方式

5バンド

±12ｄB

76.0～90.0MHz

50dB

522～1629kHz

40dB

1575.42MHz

32チャンネルマルチチャンネル

本体部

モニター部

SDカード部

ＧＰＳ部アンプ部

ＦＭチューナー部

イコライザー部

AＭチューナー部

本体サイズ

本体質量

電源電圧

消費電流

動作温度

画面サイズ

液晶

記録メディア

モニター部

携帯ハンズフリー
通話対応

希望小売価格 3,150円
（税抜価格3,000円）＊オープン価格の商品は

 希望小売価格を定めておりません。

オープン価格＊

希望小売価格 3,675円（税抜価格3,500円）
iPod/USB接続ケーブル　LE-03IP

※pho t o:ブラック ※pho t o:ブラック

希望小売価格 
13,440円
（税抜価格12,800円）

＊オープン価格の商品は
 希望小売価格を定めて
 おりません。

オープン価格＊

ETC車載器
EP-8312B/S

ETC車載器
EP-7311B

汎用リアカメラ
BC-20U

USB/AUX接続ケーブル
LE-20UA

希望小売価格 2,625円
（税抜価格2,500円）

外部入力ケーブル
LE-11AV-1MM

希望小売価格 
5,250円

ETC接続
ケーブル
LE-03EC

「NR-MZ20」とのBluetooth®通信
により携帯ハンズフリー通話をする
ためのマイク

希望小売価格 1,575円
（税抜価格1,500円）

ハンズフリー用
マイク
LE-20HM

※画面はハメコミ合成です｡画面表示例はワイド画面表示のものです｡また表示内容は実際とは異なるものがあります｡

「NR-MZ20」と、iPod/iPhoneを接続するためのケーブル（0.5m）

税抜価格
5,000円（ ）

「NR-MZ20」とUSBやAUXで
外部機器を接続するケーブル（2m）

「NR-MZ20」と当社製ETC車載器
「EP-8312B/S、7311B」を
接続するためのケーブル（6m） 「NR-MZ20」とAV機器（音声）を

接続するためのケーブル（1m）

カーナビゲーションシステム

※LE-03IPを使用するにはUSB/AUX接続ケーブル（LE-20UA）が必要です。
※iPod/iPhoneに同梱のケーブルでは音声・映像の再生はできません。
※iPodビデオにも対応。（iOS5まで対応、iOS6は非対応となります。）
※充電も可能。

iPhone5、iPod touch（第5世代）、iPod nano（第7世代）との接続につ
きましては、iPod/USB接続ケーブルにアップル社のLightning-30ピン
アダプタを接続していただく必要がございます。
※iPodビデオは非対応です。
※ご使用されていないときにはLightning-30ピンアダプタは車内に放置
しないでください。高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。

NEW
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超圧縮データ技術によって、HDDナビ並みのデータを収録。
目的地の検索やルート探索もすばやく行なえます。

■詳細市街地地図（シティマップ） ■方面看板表示

■超圧縮データ技術を採用。

■ハンズフリー通話対応 ■3年保証

■電話番号検索

約 3,350万件
■住所検索

約 3,850万件
■レーン情報

約 87,500カ所

約 119,000枚全国1,334都市

データサイズを圧縮する技術と
データ管理の最適化によって、
内蔵の8GBフラッシュメモリーに
24GB相当のデータを収録する
ことが可能になりました。 別売の「ハンズフリー用マイク」で

Bluetooth®での「携帯電話
ハンズフリー通話」が実現できます。

メーカー保証が安心の3年間！
安心してご利用いただけます。

通 常 超圧縮

8GBに圧縮してすべて収録

※地域によっては表示されない場合が
あります。

（ピンポイント訪問宅データ約2,300万件含む）

24GB相当の
地図データを収録

8GB分のデータしか収録できない

24GB24GB24GB 24GB24GB24GB

一方通行の道路や建物の
形など、周辺の情報を
詳しく表示（10～50m）。

全国の方面看板を収録。
大きな交差点に近づくと
表示され、進行ルートを
わかりやすく案内します。

一般道や国道、有料道路などを色分けして
表示。50mスケール以下に切り換えると、
周辺の情報を細かく把握できる「詳細
市街地地図（シティマップ）」になります。

高い視点から進行方向にある交差点や
道路の状況を確認しながら運転できま
す。目印にしやすい交差点などはポップア
ップ名称表示でわかりやすく表示します。

インターチェンジ、サービスエリア、ジャン
クションまでの距離や通過予想時刻を
表示。その他に、施設情報や通行料金など
も確認できます。

ノーマルビュー 3Dビューマップ（スカイビュー） 高速略図（ハイウェイモード）

くわしい検索メニュー

ガススタ価格情報

かんたん検索メニュー

価格情報

店舗情報

名称や住所、電話番号などで
目的地を検索できます。限られ
た情報のなかで目的地を効率
よく探し出したい場合などに
役立ちます。

現在地周辺にあるコンビニや
レストランなどをカンタンに探
し出せます。利用することが多
い施設を「よく行く場所」に登
録することも可能です。

目的地に合わせて2つの検索メニューを使い分けることができます。

※「ガススタ価格情報」「駐車場満空情報」をご利用いただくには、Bluetooth®機能を内蔵した携帯電話が必要です。携帯電話の機種によっては本サービスを利用できない場合がありますので、ご注意ください。
※ご利用は無料ですが、通信費はお客様のご負担となります。　※「ガススタ価格情報」は、個人からの口コミによる情報のため、情報の内容に関する保証はいたしません。

現在地や指定した
場所の周辺にある
販売価格の安い
ガソリンスタンド
情報を表示します。

周辺にある「タイムズ」
「三井のリパーク」
「名鉄協商パーキング」
の混雑情報を取得
できます。

■ガソリン価格をチェックできる。 ■空いている駐車場を探せる。

もしもし!

お疲
れ様
!!

データベース
豊富なデータで、スムーズな検索を実現。

表示
状況に合わせて、最適な表示を選べる。

検索
行きたい場所を、すぐに見つけられる。

必要な機能が、どこまでも使いやすい。

NR-MZ20

駐車場満空情報

空車

満車
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