
 

 1

（自動車 No.1402） 
 

2014 年 10 月 2 日 
三菱電機株式会社 

 
さらなる高音質と使いやすさを実現 

三菱電機オーディオナビシステム「DIATONE SOUND. NAVI」新製品発売 
 
 三菱電機株式会社は、さらなる高音質と使いやすさを実現したオーディオナビシステム

「DIATONE SOUND. NAVI  NR-MZ90 シリーズ」2 機種を 10 月 9 日から順次発売します。本

製品は、「CEATEC JAPAN 2014」（10 月 7 日～11 日、於：幕張メッセ）に出展します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 新製品の特長  

1．回路設計の改良と高純度銅 7N ケーブルの採用で、さらなる高音質を実現 
・回路設計の工夫でノイズを極力なくし、より緻密でリアルな音を実現 
・回路パターン設計・部品選定を最適化し、波形伝送の損失を低減した「アドバンスドファイ 
ンチューニング」により、完成度の高い音楽再生を実現 

・ 高級オーディオで用いられる高純度銅7Nケーブルを電源・スピーカーハーネスに採用※1 し、

電源や音楽信号の経路の音質劣化を極力排除 
・音質劣化の少ない「Pure Extend Wide Surround（ピュア・エクステンド・ワイド・サラウ 
ンド）」搭載により、高音質で臨場感のあるサラウンドを実現 
 ※1：NR-MZ90PREMI のみ「高純度銅 7N ケーブル採用 電源・スピーカーハーネス」を同梱。NR-MZ90

は「通常タイプの電源・スピーカーハーネス」を同梱 

2．より使いやすいオーディオ操作を実現 
・「AV トップメニュー」採用で、すべての AV ソースを一画面で選択 
・iPod・iPhone 再生操作画面に「アルバム」「トラック」「アーティスト」のリスト表示ボタン 

を採用 
・「簡単プリセット」で、それぞれの車に最適の音を簡単に設定 

3．画面レイアウトの工夫で地図の見やすさを向上 
・操作ボタンや時計など常時表示される情報を画面の左側と下側に集中的に配置した「L 字レ

イアウト操作ボタン」を採用し、右ハンドルの運転席からの地図の視認性を向上 
・最終目的地の方向を常にピンク色の直線で示すことで、方向の直感的な把握が可能 
・曲がる交差点までの距離を表示する「残距離バー」を採用し、交差点案内をわかりやすく 
 

 発売の概要  

製品名 形名 希望小売価格 発売日 

オーディオナビシステム 
「DIATONE SOUND. NAVI」 
（ダイヤトーン サウンド ナビ） 

NR-MZ90PREMI オープン価格 10 月 21 日 

NR-MZ90 オープン価格 10 月 9 日 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 TEL 03-3218-2359 FAX 03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 

NR-MZ90  NR-MZ90PREMI 
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 発売の狙い  

 近年、カーナビ市場は、コモディティ化に伴う価格競争が激化する一方、より快適な車室内空

間のニーズが高まっており、高付加価値のカーナビの需要が高まっています。当社は 2012 年に

発売した「DIATONE SOUND. NAVI」で「クルマの中でもホームオーディオ並みの音質を実現」

する高音質カーナビのカテゴリを確立してきました。 
 当社は今回、DIATONE の音楽の方針である「聴感上の高 S/N 感（音楽に対して雑音の影響が

小さいこと）」をさらに向上した「NR-MZ90 シリーズ」を発売します。 
 
 
 特長の詳細  

1．回路設計の改良と高純度銅 7N ケーブルの採用で、さらなる高音質を実現 
・デジタル/アナログ（D/A）変換時にかかわるすべての時間基準を司る DAC マスタークロッ

クの精度を高めた「アドバンスド DAC マスタークロック方式」採用により、信号波形の時

間的な揺らぎであるジッターを徹底排除し、より緻密でリアルな音を実現 
・数多くの試聴により、回路パターン設計・部品選定を最適化し、波形伝送の損失を低減した

「アドバンスドファインチューニング」により、音楽再生で重要な要素であるアナログ領域

の音質を改善することで、完成度の高い音楽再生を実現 
・電源・スピーカーハーネスに、高級オーディオケーブルに使用される「高純度銅 7N ケーブ 
ル」を採用※1。これにより音質劣化を抑制し、よりダイナミックで立体感や音場感の高い音 
を実現 

・残響音を付加する従来のサラウンドとは異なり、音楽信号のみを使用することで音質劣化が 
ほとんどない新しい音場拡大機能である「Pure Extend Wide Surround（ピュア・エクステ 
ンド・ワイド・サラウンド）」の搭載により、高音質のままで臨場感のあるサラウンドを実現 

 
2．より使いやすいオーディオ操作を実現 

・すべての AV ソースの選択を 1 画面でできるデザインを採用した「AV トップメニュー」で、

操作性を向上 
・iPod/iPhone の再生画面に「アルバム」「トラック」「アーティスト」のリスト表示ボタンを

採用し、iPod/iPhone の操作を向上 
・車体の幅やスピーカーの数・位置を選択するだけで、クルマにフィットした音を楽しむこと

ができる「簡単プリセット」機能を搭載、車に初めから装着されている標準スピーカーで、

細かな音質調整をしなくても音楽を楽しみたいというユーザーのニーズに対応 
 
3．操作ボタンの使いやすさと地図の見やすさを向上 

・右ハンドル車の運転席から地図を視認しやすいように、操作ボタンや時計などの常時表示さ

れる情報を画面の左側と下方に集中的に配置した「L 字レイアウト操作ボタン」を採用。画

面右側を地図表示領域として確保したことで、レーン情報や次に曲がる方向が表示されても

地図の視認性を維持 
・最終目的地の方向を常にピンクの目的地目安線で表示することで、曲がる方向を直感的に把

握 
・自車の位置と曲がる交差点までの距離をナビ右下の目盛でわかりやすく表示する新規採用の

「残距離バー」で、よりわかりやすい交差点案内を実現 
 
 その他の特長  

1．D/A コンバーター（DAC）32bit タイプを搭載 
・音質に大きく影響する DAC に従来品（NR-MZ60 シリーズ/NR-MZ80 シリーズ）と同様に

32bit タイプを搭載。デバイスには TI バーブラウン社のアドバンスドセグメント方式を採用

し、緻密で臨場感のある、より原音に忠実な再生を実現 
2．質が高く安定した電力を供給する新開発の電源部を採用 

・オーディオにとって、最も重要な電力の供給源である電源部に、汎用 IC 電源ではなく、  
DIATONE 独自技術による高音質ディスクリート回路を搭載した「ハイスピードディスク 
リート電源」採用で、高 S/N 感と躍動感ある音を実現 
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3．高純度サウンドと詳細な音質調整を両立 
・従来品（NR-MZ80 シリーズ）と同様に 64bit 演算コア DSP の採用により、「フロント左右 

独立 31 バンド・アジャスタブル FIR イコライザー※2」「マルチウェイ・タイムアライメント」

「アジャスタブル FIR クロスオーバーネットワーク」など車室内での音質調整性を大幅に 
向上させ、原音に忠実な音楽再生を実現 
 ※2：NR-MZ90PREMI のみに搭載 

 
4．スピーカーシステムの能力を引き出す多彩な「マルチ＆パッシブ設定」を搭載 
・マルチウェイ・タイムアライメントの「マルチ+パッシブ設定」※3に新たに「3Way/Low」を 

搭載することで、ハイエンドスピーカーの能力を余すことなく発揮させることができ、より 
奥行き感のある音場を再現 
 ※3：NR-MZ90PREMI のみに搭載。 

 
5．高音質内蔵パワーアンプを搭載 

・MOS-FET 出力で、IC 内部の大電流供給ラインに純銅線を使用した NXP 社製パワーアンプ

IC を使用し、さらに増幅率を 3 分の 1 に下げて入力信号レベルを 3 倍にすることで、周辺ノ

イズの影響を大幅に減少し、クリアかつ迫力ある音を実現 
 
 
 主な仕様  

オーディオナビシステム【NR-MZ90/ NR-MZ90PREMI】 

項目 NR-MZ90 / NR-MZ90PREMI 

ナビゲーション 
ユニット部 

GPS 部 

受信周波数 1575.42MHz 
受信方式 パラレル 12 チャンネル 
受信感度 -130dBm 
測位更新時間 約 1 秒 

アンテナ 
防水：防噴流仕様 
方式：マイクロストリップ平面アンテナ 

地図カード部 容量 16GB 

アンプ部 
スピーカー 
出力 

最大出力 45W×4ch/4Ω 
適合インピー 
ダンス 

4Ω～8Ω 

イコライザー部 

31 バンドグラフィック 
イコライザー 
（フロント 左右独立） 
【NR-MZ90PREMI のみ】 

調整周波数： 
20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/ 
200/250/315/400/500/630/800/1k/ 
1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/ 
8k/10k/12.5k/16k/ 20k （Hz） 
調整幅：±9dB （0.5dB/1step） 

10 バンドグラフィック 
イコライザー（リア 左右独立） 
【NR-MZ90PREMI のみ】 

調整周波数：

31.5/63/125/250/500/1k/2k/4k/8k/16k 
（Hz）  調整幅：±9dB （0.5dB/1step） 

10 バンドグラフィック 
イコライザー 
（フロント/リア 左右共通） 

調整周波数：

31.5/63/125/250/500/1k/2k/4k/8k/16k 
（Hz）  調整幅：±12dB （1dB/1step） 

タイム 
アライメント部 

タイム 
アライメント 
遅延時間 

マルチチャンネル 
タイム 
アライメント 

調整範囲： 
各チャンネル（サブウーファー以外） 
0～5.6ms（192cm 相当） 
サブウーファーチャンネル 
0～10.0ms（339cm 相当） 
調整単位：0.02ms/1step（0.77cm 相当） 

マルチウェイ・ 
タイム 
アライメント 

調整範囲： 
各帯域 0～5.6ms（192cm 相当） 
調整単位：0.02ms/1step（0.77cm 相当） 
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タイムアライメント 
設定システム構成 

フロント最大 4Way 
（3Way＋サブウーファー）＋リア： 
【NR-MZ90PREMI のみ】 
フロント最大 3Way 
（2Way＋サブウーファー）＋リア： 
【NR-MZ90 のみ】 

クロスオーバー 
ネットワーク部 

パッシブシステム 
（スピーカー 
ネットワーク 
使用） 

フロント 

2Way ク ロ ス 周 波 数 ： 800Hz ～ 10kHz 
1/3oct 
3Way クロス周波数：160Hz～10kHz 
1/3oct  /  800Hz～10kHz  1/3oct 
【NR-MZ90PREMI のみ】 
HPF 周波数：25Hz～250Hz 1/3oct 
LPF 周波数：8kHz～20kHz 1/3oct 
スロープ：Flat -6dB/oct～-72dB/oct 
調整ステップ：-8dB～+6dB （±0.2dB/ 
1step）（左右独立各スピーカー単位） 

リア 

HPF 周波数：25Hz～250Hz  1/3oct 
スロープ：Flat-6dB/oct～-72dB/oct 
調整ステップ：-24dB～+10dB 
（±0.5dB/1step）（左右共通） 
位相：正相/逆相 

マルチアンプ 
システム 
（フロント 2Way） 
【NR-MZ90 
PREMI のみ】 

低域 
（フロント 
CH 使用） 

HPF 周波数：25Hz～250Hz  1/3oct 
LPF 周波数：200Hz～20kHz  1/3oct 
スロープ：Flat-6dB/oct～-72dB/oct 
調整ステップ：-8dB～+6dB（±0.2dB/ 
1step）（左右独立各スピーカー単位） 

高域 
（リア CH 
使用） 

HPF 周波数：160Hz～20kHz  1/3oct 
LPF 周波数：8kHz～20kHz  1/3oct 
スロープ：Flat-6dB/oct～-72dB/oct 
調整ステップ：-8dB～+6dB 
（±0.2dB/1step） 
（左右独立各スピーカー単位） 
位相：正相/逆相 

マルチ＋パッシブ 
HIGH システム 
 
【NR-MZ90 
PREMI のみ】 

低域 
（フロント 
CH 使用） 

HPF 周波数：25Hz～250Hz  1/3oct 
LPF 周波数：250Hz～10kHz 
1/3oct 
スロープ：Flat-6dB/oct～-72dB/oct 
調整ステップ：-8dB～+6dB 
（±0.2dB/1step） 
（左右独立各スピーカー単位） 

高域 
（リア CH 
使用） 

MID/TW クロス周波数：800Hz～ 
10kHz  1/3oct 
HPF 周波数：160Hz～10kHz  1/3oct 
LPF 周波数：8kHz～20kHz  1/3oct 
スロープ：Flat-6dB/oct～-72dB/oct 
調整ステップ：-8dB～+6dB 
（±0.2dB/1step） 
（左右独立各スピーカー単位） 
位相：正相/逆相 
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マルチ＋パッシブ 
LOW システム 
 
【NR-MZ90 
PREMI のみ】 
 

低域 
（フロント CH 
使用） 

WF/MID  ク ロ ス 周 波 数 ： 160Hz ～

10kHz 1/3oct 
HPF 周波数：25Hz～250Hz 1/3oct 
LPF 周波数：250Hz～10kHz 1/3oct 
スロープ：Flat-6dB/oct～-72dB/oct 
調整ステップ：-8dB～+6dB 
（±0.2dB/1step） 
（左右独立各スピーカー単位） 
 

高域 
（リア CH 
使用） 

HPF 周波数：160 Hz～10kHz  1/3oct 
LPF 周波数：8kHz～20kHz  1/3oct 
スロープ：Flat-6dB/oct～-72dB/oct 
調整ステップ：-8dB～+6dB 
（±0.2dB/1step） 
（左右独立各スピーカー単位） 
位相：正相/逆相 

サブウーファー（モノラル） 

HPF 周波数：20Hz～160Hz  1/3oct 
LPF 周波数：40Hz～250Hz  1/3oct 
スロープ：Flat-6dB/oct～-72dB/oct 
調整ステップ：-24dB～+10dB 
（±0.5dB/1step） 
位相：正相/逆相 
ローブースト：Flat＋2dB/oct～ 
+6dB/oct（0.5dB/oct/1step） 

CD/DVD 
プレーヤー部 

対応ディスク 
DVD-VIDEO、DVD+R/RW、 
DVD-R/RW（VR モード/CPRM 対応） 
CD-DA、CD-R/RW 

対応音声フォーマット 
非圧縮：Linear-PCM（CD-DA）、WAV 
圧縮：MP3、WMA、AAC 

USB/ 
iPod・iPhone 部 

対応 USB 
USB 1.1/2.0（High Speed）  
最大容量：32GB 

対応音声フォーマット 
USB（非圧縮：WAV 圧縮：MP3、 
WMA、AAC） 
iPod/iPhone 対応フォーマット 

最大供給電流 1A（iPod/iPhone 対応） 

SD カード部 

対応音声フォーマット 非圧縮：WAV/圧縮：MP3、WMA、AAC 
対応 SD SD、SDHC（最大容量：32GB） 

Music Folder 部 
（リッピング録音） 

リッピング 
規格 

SD-Audio 規格 

音声 
フォーマット 

AAC 

Bluetooth 部 

対応最大バージョン 2.1+EDR 最大通信速度：2.1Mbps 
Bluetooth Audio SBC （SCMS-T）対応 

対応プロファイル 
HFP,OPP,DUN,A2DP,AVRCP 
（v1.0,1.3,1.4） 

FM /AM 
チューナー部 

受信周波数範囲 
FM：76.0～90.0MHz 
AM：522～1,629kHz 

実用感度 
FM：12dBf 
AM：32dBμ 

SN 比 
FM：60dB IHF-A 
AM：50dB 

地上デジタル 放送方式 地上デジタル放送方式（日本） 
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TV チューナ部 （フルセグ/ワンセグ対応） 
フルセグ/ワンセグ自動切換 

受信チャンネル 13～62ch 
プリセット 24 局メモリー 
チューナー×アンテナ構成 4 チューナー×4 アンテナ構成 

モニター部 

画面サイズ 7 インチ WVGA  

有効画素 
1,152,000 画素 
【水平 800×垂直 480×3（RGB）】 

駆動方式 アクティブマトリックス方式 

外部接続 

外部出力部 
オーディオ 
出力 

4ch （ステレオ 2 系統 RCA） 
（1.8Vrms MAX 1kHz） 
サブウーファー（モノラル 2 系統 RCA） 
（1.8Vrms MAX 100Hz） 

映像出力 NTSC 1.0VP-P （RCA1 系統） 

外部入力部 

オーディオ 
入力 

2.0Vrms MAX （1kHz） （RCA1 系統） 

映像入力 NTSC 1.0VP-P （RCA1 系統） 
HDMI 入力 HDMI Type-E コネクター 
カメラ入力 NTSC 1.0VP-P （RCA 3 系統） 

電源 
寸法 
質量 

使用電源 DC13.2V （マイナスアース） 
最大消費電流 MAX 13A 
動作温度 -10℃～+55℃ 
外形寸法 約 180（W）×100（H）×184（D）mm 
質量 約 3.3kg 

 
 
 
 商標関連  
・「DIATONE SOUND. NAVI」、「オーディオナビシステム」、「音響はんだ」、「REAL」、 、

、 、  、  は当社の登録商標です。 
・「DIATONE Volume」は当社の商標です。 
・iPod および iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の登録商標です。 
・WMA（Windows Media Audio）は米国マイクロソフト社の登録商標です。 
・Windows® CE は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
・Gracenote® は、グレースノート社の登録商標です。Gracenote® ロゴおよびロゴ標記、"Powered 

by Gracenote"ロゴはグレースノート社の商標です。※本機内蔵の Gracenote® データベースは、

データの内容を 100％保証するものではありません。 
・  DOLBY DIGITAL はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登

録商標です。 
・  Bluetooth ® ワードマークおよび左記ロゴは、Bluetooth®  SIG Inc.が所有する登録

商標であり、当社はこれら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商

号は、各所有権者が所有する財産です。 
 
・「Blu-ray TM （ブルーレイ）」は Blu-ray Disc Association の登録商標です。「Blu-ray Disc TM 
（ブルーレイディスク）」および「Blu-ray Disc music（ブルーレイディスクミュージック）」は、   

Blu-ray Disc Association の商標です。 
・SD および SDHC は、SD-3C,LLC の商標です。 
・SDHC ロゴは、SD-3C,LLC の登録商標です。 
・HDMI は HDMI Licensing, LLC.の登録商標です。 
・スマートループ渋滞情報 TM はパイオニア（株）の登録商標です。 

・  は､公益財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です｡ 
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・ETC は首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速

道路株式会社および西日本高速道路株式会社などの登録商標です。 
・ 、 左記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。 

・  ITS スポットおよび左記ロゴは国土交通省の登録商標です。 
・NaviCon は株式会社デンソーの登録商標です。 
・D.U.C.C. ® は三菱電線工業株式会社の登録商標です。 
・「ナビ」「NAVI」は商標です。 
 
 製品担当  

三菱電機株式会社 三田製作所 
〒669-1513 兵庫県三田市三輪二丁目 3 番 33 号 
 
 お客様からのお問い合わせ先  

三菱電機カーインフォメーションセンター 
TEL 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） 
 
 


