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AVIC-CZ902/AVIC-CZ902-M

「ユーザーインターフェース」機能搭載の最先端ナビゲーション

AVIC-CZ902/AVIC-CZ902-M用オプション

ABARTH 595/595C

ON-BOARD DRIVING AID AND 
ENTERTAINMENT SYSTEM FOR

※詳細は5ページを参照。※表示価格は消費税（8％）を含む希望小売価格です。
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iPhone / iPod用USB変換ケーブル※

希望小売価格（税込）：4,320円
商品番号：59123606
（メーカー型式：CD-IU010）

ドライブレコーダーユニット
希望小売価格（税込）：21,600円
商品番号：59082639
（メーカー型式：VREC-DS600）
参考取付時間：0.5h(ナビ同時装着)0.8h(後付)

ETC2.0ユニット （カーナビ連動タイプ）　　

希望小売価格（税込）：48,600円
商品番号：59082102　
（メーカー型式：ND-ETCS1）
参考取付時間：0.5h(ナビ同時装着)0.8h(後付)

データ通信専用通信モジュール 

希望小売価格（税込）：27,000円
商品番号：59123952
（メーカー型式：ND-DC2）
・ 通信料金３年分付
・ AVIC-CZ902-Mには同梱されています

専用バックアイカメラ
希望小売価格（税込）：31,320円
商品番号： 59124195
参考取付時間：2.0h（ガイドライン設定可能）

USB接続ケーブル　
希望小売価格（税込）：3,240円
商品番号：59123022
（メーカー型式：CD-U120）

HDMI接続ケーブルセット
希望小売価格（税込）：4,860円
商品番号：59124767
（メーカー型式：CD-HM021）

フロアカメラユニット　
希望小売価格（税込）：31,800円
商品番号：59124819
（メーカー型式：ND-FLC1）
・AVIC-CZ902-Mのみ対応

Android(MHL)用接続ケーブルセット※

希望小売価格（税込）：8,640円
商品番号：59124768
（メーカー型式：CD-MUV330）

ETCユニット （カーナビ連動タイプ）　　　　　　　　　

希望小売価格（税込）：28,620円

商品番号：59082345
（メーカー型式：ND-ETC8）      
参考取付時間：0.5h(ナビ同時装着)0.8h(後付)

・「ABARTH」ロゴ入りアンテナカバー付属

ETCユニット （スタンドアローンタイプ）　

希望小売価格（税込）:12,960円
商品番号:59082347

（メーカー型式：ND-ETC20）
参考取付時間：0.5h(ナビ同時装着)0.8h(後付)

・「ABARTH」ロゴ入りアンテナカバー付属

カメラ取付イメージ

マルチドライブアシストユニット /
通信モジュール（AVIC-CZ902-Mのみ同梱）

［595/595C（2017年2月～）用］
AVIC-CZ902
希望小売価格（税込）： 294,840円
商品番号：59082532
参考取付時間：3.5h

［595/595C（AACP付車）用］
AVIC-CZ902
希望小売価格（税込）： 294,840円
商品番号：59082645
参考取付時間：3.5h

［595/595C（2017年2月～）用］
AVIC-CZ902-M
希望小売価格（税込）： 388,800円
商品番号：59082531
参考取付時間：4.0h

［595/595C（AACP付車）用］
AVIC-CZ902-M
希望小売価格（税込）： 388,800円
商品番号：59082644
参考取付時間：4.0h

写真はヨーロッパ仕様車

AVIC-CZ902/AVIC-CZ902-M共通
■ 7V型ワイド VGA モニター搭載 2D（180mm）メインユニット
■ 「MapFanコネクト」に対応し、快適なコネクテッドカーライフを実現する 4つの機能
■ いつか行きたいと思った場所や施設を登録・iPhone/スマートフォンや PCで事前に目的地を設定
■  目的地までのルートや出発時間、高速道 /有料道の料金を確認してドライブプランを作成・車両の　
位置情報や走行軌跡をリアルタイムに確認

　・ 各種MapFan連携機能をお使いいただくには別売のデータ通信専用通信モジュール「ND-DC2」もしくは、Wi-Fi、
Bluetooth(PAN プロファイル )接続に対応する iPhone/スマートフォンなどが必要です

■ 正確な自車位置精度や最適なルート案内など、高いナビ能力を実現
■ ハイレゾ音源再生にて高音質を実現
■ 多彩な楽曲チャンネルを楽しめる「ミュージッククルーズチャンネル」を搭載
　・ 使用には音楽ストリーミングサービス「レコチョク Best ライトプラン」への登録と、専用アプリをインストールした

iPhone（iOS9.0）以上、スマートフォン（AndroidOS4.4）以上が必要になります
　・ミュージッククルーズチャンネルの使用権 3ヶ月分付き

■メーカー保証 3年分付
　・オプション類は 1年となります

AVIC-CZ902-M

■ 高性能カメラで捉えた映像を画像認識・解析を行い、AR表示や効果音で通知・警告を行う
 「マルチアシストドライブユニット（MAユニット）」搭載

地デジ DVDビデオ DVD-R/RW CD CD-R/RW Bluetooth
オーディオ

ミュージッククルーズ
チャンネル MSV/SD USB HDMI AUX FM/AM

「ミュージッククルーズチャンネル」は、株式会社レコチョクが運営する音楽ストリーミングサービ
ス「レコチョク Best ライトプラン」により、コンテンツ調達・番組編成を行い、パイオニア独自
の楽曲レコメンド技術等を融合した有料の車載用音楽ストリーミング機能です。※詳細は、パイ
オニアホームページをご覧ください。(http://pioneer.jp)

使用権 3ヶ月分付き



地デジ DVDビデオ DVD-R/RW CD CD-R/RW

Bluetooth MSV/SD USB AUX FM/AM

［595/595C（2017年2月～）用］
希望小売価格（税込）：185,760円
商品番号：59082635　　
参考取付時間：3.5h

［595/595C（AACP付車）用］
希望小売価格（税込）：185,760円
商品番号：59082636　　
参考取付時間：3.5h

AVIC-RZ802-D用オプション

専用バックアイカメラ
希望小売価格（税込）：31,320円
商品番号： 59124195
参考取付時間：2.0

カメラ取付イメージ

iPhone / iPod用USB変換ケーブル※

希望小売価格（税込）：4,320円
商品番号：59123606
（メーカー型式：CD-IU010）

データ通信専用通信モジュール 

希望小売価格（税込）：27,000円
商品番号：59123952
（メーカー型式：ND-DC2）
・ 通信料金３年分付
・ 接続する場合はCD-U120が必要になります

USB接続ケーブル※　

希望小売価格（税込）：3,240円
商品番号：59123022
（メーカー型式：CD-U120）
・ 通信モジュールを接続する場合に必要です

HDMIケーブル　
希望小売価格（税込）：2,160円
商品番号：59123593
（メーカー型式：CD-HM020）

スマートコマンダー
希望小売価格（税込）：7,560円
商品番号：59124081
（メーカー型式：CD-SC01）

※詳細は5ページを参照。※表示価格は消費税（8％）を含む希望小売価格です。

写真はヨーロッパ仕様車

ETC2.0ユニット （カーナビ連動タイプ）

希望小売価格（税込）：48,600円
商品番号：59082102　
（メーカー型式：ND-ETCS1）
参考取付時間：0.5h(ナビ同時装着)0.8h(後付)

ETCユニット （カーナビ連動タイプ）　　　　　　　　　

希望小売価格（税込）：28,620円

商品番号：59082345
（メーカー型式：ND-ETC8）      
参考取付時間：0.5h(ナビ同時装着)0.8h(後付)

・「ABARTH」ロゴ入りアンテナカバー付属

ETCユニット （スタンドアローンタイプ）　

希望小売価格（税込）:12,960円
商品番号:59082347

（メーカー型式：ND-ETC20）
参考取付時間：0.5h(ナビ同時装着)0.8h(後付)

・「ABARTH」ロゴ入りアンテナカバー付属

ABARTH 595/595C

ON-BOARD DRIVING AID AND 
ENTERTAINMENT SYSTEM FOR

AVIC-RZ802-D

「高性能」×「使いやすさ」の融合を追求したカーナビ
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■  7V型ワイド VGAモニターを搭載した 2D（180 mm）AV一体型メモリーナビゲーション
■ 高性能なナビ機能
   ・色の組み合わせや形状など、細部までこだわった美しく見やすい地図表示
   ・地下駐車場や高速道路の分岐など、GPSの電波が届きにくい場所でも正確な位置を表示する高い自車位置精度
■ 独自の「ルートアルゴリズム」により、 距離ではなく”時間を優先”した 最適なルートを提案
■  一時停止や速度制限エリア、 天候によって通行できるか不安な冠水地点を、わかりやすい表示や効果音でお知らせ
■充実した AV機能
   ・ 地上デジタル TV、DVD/CD、Bluetooth Audio、SD、ミュージックサーバー、USBなどに加え、新たに HDMI入力にも対応するなど、幅広いメディア
の再生に対応

■ 使いやすさを追求した多彩なユーザーインターフェース
   ・ 目的地の検索や地図のスクロール、ナビ /AV機能の詳細な設定などスマートフォンのような感覚でフリックやドラッグ操作にも対応

ドライブレコーダーユニット
希望小売価格（税込）：21,600円
商品番号：59082639
（メーカー型式：VREC-DS600）
参考取付時間：0.5h(ナビ同時装着)0.8h(後付)



AVIC-RZ302用オプション

専用バックアイカメラ
希望小売価格（税込）：31,320円
商品番号： 59124195
参考取付時間：2.0

カメラ取付イメージ

iPhone / iPod用USB変換ケーブル※

希望小売価格（税込）：4,320円
商品番号：59123606
（メーカー型式：CD-IU010）

ETC2.0ユニット  （カーナビ連動タイプ）

希望小売価格（税込）：48,600円
商品番号：59082102　
（メーカー型式：ND-ETCS1）
参考取付時間：0.5h(ナビ同時装着)0.8h(後付)

データ通信専用通信モジュール 

希望小売価格（税込）：27,000円
商品番号：59123952
（メーカー型式：ND-DC2）
・ 通信料金３年分付
・ 接続する場合はCD-U120が必要になります

USB接続ケーブル　
希望小売価格（税込）：3,240円
商品番号：59123022
（メーカー型式：CD-U120）
・ 通信モジュールを接続する場合に必要です

スマートコマンダー
希望小売価格（税込）：7,560円
商品番号：59124081
（メーカー型式：CD-SC01）

ETCユニット （カーナビ連動タイプ）　　　　　　　　　

希望小売価格（税込）：28,620円
商品番号：59082345
（メーカー型式：ND-ETC8）      
参考取付時間：0.5h(ナビ同時装着)0.8h(後付)

・「ABARTH」ロゴ入りアンテナカバー付属

ETCユニット （スタンドアローンタイプ）

希望小売価格（税込）:12,960円
商品番号:59082347

（メーカー型式：ND-ETC20）
参考取付時間：0.5h(ナビ同時装着)0.8h(後付)

・「ABARTH」ロゴ入りアンテナカバー付属

※詳細は5ページを参照。※表示価格は消費税（8％）を含む希望小売価格です。

ワンセグ DVD-R/RW DVDビデオ CD-R/RW

SD/CD USB AUX FM/AM

［595/595C（2017年2月～）用］
希望小売価格（税込）：151,200円　
商品番号：59082637　
参考取付時間：3.5h

［595/595C（AACP付車）用］
希望小売価格（税込）：151,200円　
商品番号：59082638　
参考取付時間：3.5h

■   高解像度の VGAモニター、LEDバックライトを採用
■   ワンセグチューナー内蔵
■   バランスの取れた基本的な機能搭載
■   専用取付キットでステアリングコントロールが可能
 （標準装着のステアリングコントロールと機能は異なります）
 ※無償マップチャージ / MSV / Bluetooth®機能は付いておりません。

写真はヨーロッパ仕様車

ABARTH 595/595C

ON-BOARD DRIVING AID AND 
ENTERTAINMENT SYSTEM FOR

AVIC-RZ302

シンプルで使い易いベーシックタイプ
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ドライブレコーダーユニット
希望小売価格（税込）：21,600円
商品番号：59082639
（メーカー型式：VREC-DS600）
参考取付時間：0.5h(ナビ同時装着)0.8h(後付)



上記接続情報は2019年5月現在のものです。

iPhone / iPod接続情報

Android端末の接続情報

◎：メインユニット（またはカーナビ）の表示部は全角（漢字 /かな /カナ /英数）と半角（英数）のタイトル表示が可能です。（iPhone コントロール）
★：コントロールモード（iPod でのタイトル表示や操作に加え、本体側で曲送りや曲戻しの操作が可能）対応

車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhone が送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。
※ 1  VIDEO再生、スマートフォンやその他の機種の接続情報につきましては、パイオニアホームページ又はカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。
※ 2  データ通信モジュール等を同時接続する場合は、別売のUSBケーブル「CD-U120」が必要です。AVIC-CZ902/AVIC-CZ-902-Mには「CD-U120」同等品が同梱されています。

●  ご使用の iPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。
●  iPod、iPhone の動作に関しては保障致しかねますのでご了承ください。
●  使用時に iPod、iPhone のデータ等が消失した場合でも、その保証については責任を負いかねま
すのでご了承ください。

●  iPod、iPhone や iPod、iPhone 付属のケーブル、Apple 社製アダプタなどを車室内に放置しな
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。

●  iPod、iPhone および iTunes は、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾さ
れたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は
法律上禁止されています。

●  iPod、iTunes は米国およびその他の国で登録されているApple Inc. の商標です。

接続ケーブル又はアダプター Android
MHL 端子

対応機種：AVIC-CZ902 / AVIC-CZ902-M

Android（MHL）用
接続ケーブルセット

CD-MUV330  

VIDEO
再生

◎※1

AUDIO
再生

◎：対応　×：非対応

詳しくはパイオニアホームページ又は
カスタマーサポートセンターへ

フリーコール  0120-944-111　
一般電話  0570-037-600
パイオニアホームページhttp://pioneer.jp/

接続ケーブル又はアダプター

iPhone

5/5C 5S 6/6Plus
6S/6SPlus

SE 7/7Plus 8/8Plus X/XS
XSMAX/XR

対応機種：AVIC-CZ902 / AVIC-CZ902-M 
動作確認　ソフトウェアバージョン

10.3.1 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0500

iPhone / iPod 用 USB変換ケーブル
 CD-IU010  

AUDIO
再生※1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

対応機種：AVIC-RZ802-D/AVIC-RZ302 ※ 2
動作確認　ソフトウェアバージョン

10.0.2 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0500

iPhone / iPod 用 USB変換ケーブル
 CD-IU010  

AUDIO
再生※1 ◎（★） ◎（★） ◎（★） ◎（★） ◎（★） ◎（★） ◎（★）
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2019.5.web

製品やサービスに関するご質問・お問い合わせに
つきましてはコールセンターまでご連絡ください。

※写真は、日本仕様と一部異なる場合がありま
す。また諸元・仕様ならびに装備は、改良の
ため予告なく変更する場合があります。※各カ
ラーの設定は、予告なく変更になる場合があり
ます。※印刷物の色は、実写と多少異なります。
※アクセサリーのアイテムについては別途工
賃、塗装費用などがかかる場合がございます。
※表示価格は消費税（8％）を含む希望小売
価格です。

〒108-0014
東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル

ADDICTED�TO�PERFORMANCE.
SINCE�1949.


