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AVIC-RZ811-D

「高性能」×「使いやすさ」の融合を追求したカーナビ

使いやすさのために高性能をあきらめない。
「誰でも使いこなせる高性能」を実現するために操作性は常に進化し続けています。

◉7V型HDモニターを搭載した2D（180ｍｍ）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
　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分かりやすい表示や効果音でお知らせ

◉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

＜595/595C （5インチ Uconnect付車用）＞
希望小売価格 189,200円 （172,000円 税抜価格）
商品番号：59083068  参考取付時間：3.5ｈ

＜595/595C （7インチ Uconnect付車用）＞
希望小売価格 189,200円 （172,000円 税抜価格）
商品番号：59083069  参考取付時間：3.5ｈ

PRICE

◉HD解像度の「圧倒的な美しさ」
　解像度（2,764,800画素）
高解像度な「HDパネル」に、視野角の広い
IPS方式と黒色再現性に優れたNo rma l l y  
B lack方式を採用。高透過率の静電容量方式
タッチパネルや高輝度LEDバックライトを組み合
わせることで、鮮明かつ高コントラストな映像表
現を実現しました。

◉高性能な「ナビ能力」
　「6軸3Dハイブリッドセンサー」
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自車
位置精度自車位置マークをはじめ、各種ロゴマーク、
信号機マーク、一方通行表示や地図記号などの細部
に至るまでデザインデータを一新し、HD解像度の
美しく高精細な地図表示を実現しました。

◉使いやすさを追求した
　新インターフェース
ドライバーの好みに合わせて表示モードを選択できる
「ターゲットインターフェース」を採用。フリック/
ドラッグ操作に対応したHOMEメニューを採用し、
よく使う検索機能をメニューに配置する「ショート
カット機能」など、高いデザイン性と操作性を両立
した表示モードです。HDパネル 7V型 2D （180mm） 12セグ / ワンセグ HDMI入出力 Bluetooth

USB DVDビデオ DVD-R/RW CD-R/RW MSV/SD



あらゆるシーンで「便利」を届け、快適なドライブをサポートします。

◉高解像度のＶＧＡモニター、ＬＥＤバックライトを採用 

◉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） 

もっと楽に、もっと楽しく。
瞬時の見やすさと、わかりやすさ。

AVIC-RZ303Ⅱ

7型 WVGA ワンセグ DVDビデオ DVD-R/RW CD-R/RW

CD MSV/SD USB AUX ワイド FM/AM

◉どんな場所でも、ズレ知らずの
　正確さ
長年蓄積したノウハウと技術を駆使した独自
の「IQ高精度」により、地下駐車場や高速道路
の分岐など、カーナビが苦手とする場所でも
正確に自車位置を把握し続け、ドライバーを迷
わせません。

◉クルマの中とは思えない
　快適な聴き心地
培ってきた経験とノウハウを注ぎ込み、徹底的に
チューニングされた音質設計の楽ナビ。ドライブ
シーンに合わせてカンタンに音質が設定できる
「カンタンベース設定」などの多彩な機能で、本格的
な高音質で楽しむことができます。

◉指先ひとつで、意のままに
　「マルチウェイスクロール」
目的地の検索やナビ/AV機能の設定などのように
手数が多い操作も、タッチパネルならスムーズ。地図
のスクロールも、スマートフォンのような感覚で意の
まま地図を操れる「マルチウェイスクロール」を採用。
目的の場所まですばやくたどり着けます。

操作しやすいキー配置と、シンプルながら落ち着きのある
デザインを採用

＜595/595C （5インチ Uconnect付車用）＞
希望小売価格 154,000円 （140,000円 税抜価格）
商品番号：59083070  参考取付時間：3.5ｈ

＜595/595C （7インチ Uconnect付車用）＞
希望小売価格 154,000円 （140,000円 税抜価格）
商品番号：59083071  参考取付時間：3.5ｈ

PRICE



＜595/595C （2017年2月～）用＞
希望小売価格 77,000円 （70,000円 税抜価格）　商品番号：59124275  参考取付時間：2.3ｈ

PRICE

◉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、安全性のアップ 
◉自動防眩機能を内蔵し、夜間の後続車のライトの眩しさを和らげる 
◉３．３インチモニター内蔵ルームミラー及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 
◉ハイクオリティなミラーガラス採用により、クリアな後方視界を確保 
◉走行中は通常のミラーとして機能 

リバース時にバックアイカメラの
画像を映し出すスマートなルームミラー。

ルームミラーモニター / バックアイカメラセット



Wi-Fi対応型で新世代へ。
最新機能を搭載したスタイリッシュな一台。

1.Wi-Fi対応＆専用アプリで簡単管理

2.後方からの危険運転などに対応したFullHDリアカメラ

3.STARVISイメージセンサーで、夜間の録画も対応

4.コンパクト&スタイリッシュなオリジナルデザイン（ブランドロゴ入り）

＜リアカメラ（単品）＞
希望小売価格 19,800円 （18,000円 税抜価格）
商品番号：59082794  参考取付時間：0.8ｈ

＜フロント・リアセット＞
希望小売価格 60,500円 （55,000円 税抜価格）
商品番号：59082757  参考取付時間：2.5ｈ

＜フロントカメラ（単品）＞
希望小売価格 42,900円 （39,000円 税抜価格）
商品番号：59082793  参考取付時間：2.0ｈ

PRICE

◎事故を鮮明に記録する「フルハイビジョン録画」（フロントカメラにはナイトビジョン搭載）
◎車上狙いやイタズラを監視する「駐車録画」　◎スーパーキャパシタを採用し、事故後でもしっかり映像を保存
◎3軸Gセンサーによる衝撃検知録画　◎LED信号対策済み　◎microSDの定期的な初期化が不要
◎高温の環境下でも本体を保護する高温遮断機能付き　◎安心のメーカー3年保証

ABARTH Full HD 
Wi-Fi Drive Recorder

Dual
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ＡＶＩＣ-RZ811-D／ＡＶＩＣ－RZ303Ⅱ用 共通オプション

USB 接続ケーブル ※通信モジュールを接続する場合に必要です
希望小売価格 3,300円 （3,000円 税抜価格）
商品番号：59123022 （メーカー型式：CD-U120）

iPhone / iPod 用 USB変換ケーブル
希望小売価格 4,400円 （4,000円 税抜価格）
商品番号：59123606 （メーカー型式：CD-IU010）

HDMI接続ケーブルセット ※RZ811-D用
希望小売価格 4,950円 （4,500円 税抜価格）
商品番号：59083080 （メーカー型式：CD-HM220）

データ通信専用通信モジュール ※RZ303Ⅱ用
希望小売価格 27,500円 （25,000円 税抜価格）
商品番号：59125952 （メーカー型式：ND-DC2）
商品番号：59123952 （メーカー型式：ND-DC2）

専用バックカメラ
希望小売価格 31,900円 （29,000円 税抜価格）
商品番号：59124195 
参考取付時間：2.0ｈ

ドライブレコーダーユニット（カーナビ連動タイプ）
希望小売価格 22,000円 （20,000円 税抜価格）
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 49,500円 （45,000円 税抜価格）
商品番号：59082996 （メーカー型式：ND-ETCS2）
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 29,150円 （26,500円 税抜価格）
商品番号：59082952 （メーカー型式：ND-ETC9）
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 13,750円 （12,500円 税抜価格）
商品番号：59083073 （メーカー型式：ND-ETC40）
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



ナビゲーション用 共通補修パーツ（フィルムアンテナ）

サイバーナビ 楽 ナ ビ

CZ902-M
CZ902
CZ901-M
CZ901
CZ900-M
CZ900

商品番号：59123729
（メーカー型式：CXE4665）
希望小売価格 17,050円
（15,500円 税抜価格）

RZ802-D
RZ801-D
RZ800-D

商品番号：59082107
（メーカー型式：CXE9934）
希望小売価格 18,150円
（16,500円 税抜価格）

RZ99
RZ09
MRZ099
MRZ009

商品番号：59123729
（メーカー型式：CXE4665）
希望小売価格 17,050円
（15,500円 税抜価格）

アンテナ＆ケーブル
1台分セット
（①～③含む）

モデル名

ZH0999
VH0999

ZH0099S
ZH0077
VH0099S
VH0099

ZH0009CS
ZH0007
VH0009CS
VH0009

ー

RZ811-D
RZ810-D

ー

RZ303Ⅱ
RZ303
RZ302
RZ301
RZ300

ー

RZ33

商品番号：59124822×2枚
（メーカー型式：CZN6548）
希望小売価格 1,980円
（1,800円 税抜価格）

商品番号：59082106×2枚
（メーカー型式：CYN1072）
希望小売価格 1,815円
（1,650円 税抜価格）

商品番号：59124822×2枚
（メーカー型式：CZN6548）
希望小売価格 1,980円
（1,800円 税抜価格）

②:フィルム
　 アンテナB

商品番号：59123474×2枚
（メーカー型式：CYN1016）
希望小売価格 2,200円
（2,000円 税抜価格）

商品番号：59082106×2枚
（メーカー型式：CYN1072）
希望小売価格 1,815円
（1,650円 税抜価格）

商品番号：59082106×1枚
（メーカー型式：CYN1072）
希望小売価格 1,815円
（1,650円 税抜価格）

商品番号：59124822×1枚
（メーカー型式：CZN6548）
希望小売価格 1,980円
（1,800円 税抜価格）

商品番号：59124823×4個
（メーカー型式：CZN6543）
希望小売価格 990円
（900円 税抜価格）

商品番号：59123475×4個
（メーカー型式：CXX5834）
希望小売価格 935円
（850円 税抜価格）

商品番号：59124823×4個
（メーカー型式：CZN6543）
希望小売価格 990円
（900円 税抜価格）

③:アンプベース
商品番号：59123475×4個
（メーカー型式：CXX5834）
希望小売価格 935円
（850円 税抜価格）

商品番号：59123475×4個
（メーカー型式：CXX5834）
希望小売価格 935円
（850円 税抜価格）

商品番号：59123475×1個
（メーカー型式：CXX5834）
希望小売価格 935円
（850円 税抜価格）

商品番号：59124823×1個
（メーカー型式：CZN6543）
希望小売価格 990円
（900円 税抜価格）

ー

商品番号：59124821×2枚
（メーカー型式：CZN6547）
希望小売価格 1,980円
（1,800円 税抜価格）

商品番号：59082105×2枚
（メーカー型式：CYN1071）
希望小売価格 1,815円
（1,650円 税抜価格）

商品番号：59124821×2枚
（メーカー型式：CZN6547）
希望小売価格 1,980円
（1,800円 税抜価格）

①:フィルム
　 アンテナA

商品番号：59123473×2枚
（メーカー型式：CYN1015）
希望小売価格 2,200円
（2,000円 税抜価格）

商品番号：59082105×2枚
（メーカー型式：CYN1071）
希望小売価格 1,815円
（1,650円 税抜価格）

ー ー

※注意：上記①～③の商品を装着時する場合は、「商品番号×表示数」の個数が必要です。（表示金額は、商品番号単体の金額です）



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.

※掲載されているナビゲーションシステム（ポータブルナビを除く）を装着した場合、標準のオーディオシステムと比較し、音響特性や機能において異なる
点がございます。予めご了承ください。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。※アバルト純正アクセサリーのお取り付けは、必ず、アバルト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。販売価格はアバルト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、2021年4月現在のものです。
※詳細につきましては、アバルト正規ディーラーにお問い合わせください。

（21.04.I.D）


