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カーナビゲーションシステム



ナビ取付イメージ

写真はヨーロッパ仕様車

[GIULIETTA(2014 年 6 月〜 ) 用 ]
希望小売価格（税込）： 189,200 円　 
商品番号： 59082837　参考取付時間： 3.5h

●  7V型ワイドHD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、HDMI入力/出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

AVIC-RZ810-D 

「高性能」×「使いやすさ」の融合を追求したカーナビ

地デジ DVD ビデオ DVD-R/RW CD CD-R/RW

Bluetooth SD USB AUX FM/AM

GIULIETTAFOR
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「もっと楽 」なカ ーライフ を サ ポ ート するカ ー ナビ ゲーシ ョ ン シ ス テ ム

※詳細は 5 ページをご覧ください。

GIULIETTA
専用バックアイカメラ
希望小売価格（税込）： 29,700円 
商品番号： 59123953
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）： 3,300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

iPhone / iPod用USB変換ケーブル※

希望小売価格（税込）： 4,400円 
商品番号： 59123606（メーカー型式：CD-IU010）

Option for Alfa Romeo Car Navigation System

USB接続ケーブル
希望小売価格（税込）： 2,200円 
商品番号： 59124082（メーカー型式：CD-U420）

HDMI接続ケーブルセット
希望小売価格（税込）： 4,950円 
商品番号： 59124767（メーカー型式：CD-HH021）

ドライブレコーダーユニット ※詳細は3Pへ

希望小売価格（税込）： 22,000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）

iPhone / iPod用USB変換ケーブルセット※

希望小売価格（税込）： 6,050円 
商品番号： 59124766（メーカー型式：CD-IU021）

ETC2.0 ユニット （カーナビ連動タイプ）

希望小売価格（税込）： 49,500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）：29,150円 
商品番号：59082343 （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）    
・「Alfa Romeo」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）： 13,200円 
商品番号：59082349 （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）
・「Alfa Romeo」ロゴ入りアンテナカバー付属

Alfa Romeo



カメラ部取付イメージ
※保安基準に適合する取付位置

本体部取付イメージ
※取付位置：運転席ダッシュボード下部

Option for Alfa Romeo Car Navigation System

ドライブレコーダーユニット 
希望小売価格（税込）： 22,000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） 

ナビゲーションと連携して、スムーズに操作

「もしも」を見逃さない「セキュリティ機能」

※セキュリティ機能を使用する場合は、常時電源への取付けが必要です。
※ microSDカードカバーをずらすことで電源OFF状態になり、セキュリティ機能も一時的にOFFすることができます。

ナビゲーションと組合わせれば、「ドライブレコーダー
リンク」 機能によりカーナビ本体から録画や再生、
データ消去などのドライブレコーダー機能が操作でき
ます。ドライブレコーダーの設定もカーナビ画面から
行えます。

エンジンを切った駐車中でも、 内蔵センサー
が振動を検知した場合は、自動で録画を開始。
映像を自動で保存します。また、セキュリティ
の感度調整は 3 段階から設定可能。さらに、
クルマに乗り降りする際の誤検知を防止する
ため、セキュリティ機能の起動時間も設定で
きます。

●REC

VREC-DS600 

小型・高画質ドライブレコーダーユニット

●  高解像度 212 万画素の CMOS センサーを搭載したカメラ部と Full HD 録画に対応した本体部により、前方の風景を高画質で記録

●  急な明るさの変化による白潰れや黒潰れを補正する「WDR（ワイドダイナミックレンジ）」機能を搭載。夜間でも鮮明な映像で録画

●  「ドライブレコーダーリンク」機能に対応したカーナビと組合せれば、カーナビ本体から録画や再生、データ消去などの操作が可能

● エンジンをかけると自動で録画を開始する「連続録画機能」に対応 

●  走行中に衝撃を検知すると、検知前後の映像をイベントファイルとして保存する「イベント録画機能」に対応

万画素212
Full HD
録画

WDR

画像補正

27.5
フレームレート

fps

視野角垂直

57°
視野角対角
121°

視野角水平
107°

３軸

Gセンサー

GPSGPS

カーナビ連動

ノイズ対策

地デジ

ワンタッチ
同時撮影

!!
イベント撮影

同時録音

音声

カーナビ連動 自動録画
偏光フィルター
標準搭載

専用パソコン
ビューアー対応

16
GB

microSD

同梱

ナイトサイト
車内外

カメラ切換

GPS内蔵
ダブル

レコーディング対応危険挙動録画

Wi-Fi
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「も し も 」の 時 に も 安 心・便 利 な ド ラ イ ブ レ コ ー ダ ー

Alfa Romeo



ナビゲーションインストレーションキット

※詳細は 5 ページをご覧ください。
※当インストレーションキットはナビゲーションシステムとのセット商品となっております。

フラップクローズ時 フラップオープン時（USB ポート及び AUX ジャックを装備）

機 能 性 を 追 求 し た 専 用 キ ッ ト

ルームミラーモニター / リアカメラセット

CN-530D

リバース時にリアカメラの映像を映し出すルームミラー

信頼のナビ機能をコンパクトに

● ジュリエッタにナビゲーションをインストールするための専用キット

● オリジナルのデザインを生かした 3D 設計 
● パネル下部のフラップを開くと USB 及び AUX ジャックが使用可能。高い機能性を追求しています

● 別売のケーブルなどの組み合わせによって iPhone/ iPod の音楽再生が可能になります

● リバース時にリアカメラの画像を映し出すスマートなルームミラー

● 標準装備のミラーを交換するタイプ
　インテリアの雰囲気を変えず安全性をアップします

● 別自動防眩機能内蔵のため夜間の後続車のライトの眩しさを和らげます

● 3.3 インチモニター内蔵ルームミラーおよび半埋め込みタイプの
　バックアイカメラ、ハーネスなどの取付キットのセット
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GIULIETTAFOR 4C
4C SPIDER

FOR

写真はヨーロッパ仕様車

希望小売価格（税込）60,500円 参考取付時間：3.5h
商品番号：59082809

●  5V型ワイドVGA液晶を搭載し、QVGAモニターの約3倍のき
め細かさで美しく表示

●  大容量16GBのフラッシュメモリー搭載と、地図情報や検索情
報をぎっしり収録

●  独自の測位システム「Gロケーション」を搭載。Gジャイロや
トリプル衛星からの情報をハイブリッドに演算し、高い自車
位置測位を実現

●  旅に役立つ「るるぶDATA」収録など、ドライブに便利な情報が
満載

● ナビ本体に音楽などを保存できるMyストッカーや、
　　ワンセグチューナー内蔵
● ポータブルカーナビ初、高速道路での逆走の検知・警告や
　道路標識情報を知らせる「安全・安心運転サポート」機能を
　新搭載

CN-G530D 用オプション
ACアダプター
希望小売価格（税込）8,800円
商品番号：59124527（メーカー型番:CA-PAC22D）

・ AC電源を家庭内で使用する際に必要になります

希望小売価格（税込）94,089円 参考取付時間：3.5h
商品番号：59124129



iPhone 接続情報

●  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。

◎：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。

10上記接続情報は2019年10月現在のものです。

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-RZ810-D
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 12.0GIULIETTA

iPhone / iPod 用 USB 変換ケーブル
 CD-IU010  

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

9:00AM〜9:00PM（土・日・祝日も承ります）

FCAジャパン株式会社
〒108-0014 東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル

FCA Japan Ltd.

※写真・画像はイメージです、また日本仕様と一部異なる場合があります。※仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。※改良等により、商品番号および価格を変更

する場合があります。※商品によっては、多少納期がかかる場合がございます。※掲載されている商品は全て車両登録後の取り付けを前提としています。※アルファ ロメオ純正

アクセサリーのお取り付けは、必ず、アルファ ロメオ正規ディーラーにて行ってください。※掲載されている価格は、全国メーカー希望小売価格（消費税10%込）です。取付工賃

および塗装代は含まれておりません。※掲載の全国メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格はアルファ ロメオ正規ディーラーが独自に設定していますので、各店に

お問い合わせください。※記載内容は、2019年10月現在のものです。※詳細につきましては、アルファ ロメオ正規ディーラーにお問い合わせください。


