
２０１９年度版 

商品ラインナップ 

バックカメラ 



CN-F1DVD

CN-F1XVD

大きい画面が欲しい（９インチ） 

※１つでも｢はい」に当て 

はまった方は「はい」にお進みください 

はい いいえ いいえ 

CN-F1XVD 
◇フローディング構造で大画面が 

    汎用的に装着できます。 

◇見やすい新開発ディスプレイが 

  あなたに向けられてさらに見やすく 

◇ＡＧＬＲ低反射フィルム、エアレス 

  構造、 ＩＰＳ液晶でさらに見やすく 

◇録り貯めた番組も車で楽しめる。 

  Ｂｌｕ-ｒａｙプレーヤー搭載！ 
 

CN-F1DVD 
◇フローディング構造で大画面が 

    汎用的に装着できます。 

◇明るいディスプレイで見やすい 

            大画面を再現 

◇ＡＧＬＲで反射を抑えるだけでなく 

  さわり心地も良い 

◇危険で注意する場所をお知らせ 

  します。 
 

CN-RX05WD/D 
◇Blu-rayプレーヤ搭載！ 

  家でもクルマでもブルーレイ！ 

◇逆走検知、ゾーン30、ＴＳＰＳ、 

  専用ドライブレコーダー対応で 

  危険がわかる安全・安心サポート 

◇標準情報活用&みちびき複数機 

  対応の為、位置精度向上 
 

 

はい いいえ 

ごく普通のサイズのナビが欲しい（７インチ） 

Blu-rayをみたい 
Blu-rayをみたい 

CN-F1XVD CN-F1DVD CN-RX05WD/D 
ＤＶＤをみたい・音楽を録音したい・ＴＶはフルセグが良い 

CN-RE5WD/D CN-E310D 

CN-RE05WD/D 
◇地図１６ＧＢ、ＶｉＣＳ ＷＩＤＥ、 

  ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ®の欲しい機能が 

  全部入ってる！ 

◇逆送検知、ゾーン３０、ＴＳＰＳ、 

  専用ドライブレコーダー対応で 

  危険がわかる安全・安心サポート 

◇標高情報活用＆みちびき複数機 

  対応の為、位置精度向上 

CN-E310D 
◇ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ® Ａｕｄｉｏ対応の為 

  ワイヤレスで音楽が楽しめ、 

  ケイタイやスマホのハンズフリーも 

  できる！ 

◇わかりやすい地図と高精度な 

  自車位置測位！車の傾斜角や 

  方位変化を検知する｢3Ｄジャイロ 

  センサー」搭載 

◇「VICS WIDE」標準搭載 

CN-F1XVD 

※1 ご利用にはAndroid Auto専用アプリケーションのインストールが必要です。 

   アプリの配信時期などの詳細はGoogle社のホームページでご確認ください 

※2 別売ケーブルにて対応 

※3 オプション 

★ 「ミラーリング」による動画視聴が可能。別売ケーブルが必要。 

 

CN-F1DVD 

※1 別売ケーブルにて対応 

※2 オプション 2 



※1 別売ケーブルにて対応 

※2 オプション 

★ 「ミラーリング」による動画視聴が可能。 

別売ケーブルが必要。 
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バックカメラ 

CY-RC90KD 

ドライブレコーダー 

CA-DR02SD 
ナビ連動 

ETC車載器  
CY-ET926D 

ＥＴＣ２．０車載器 

CY-ET2010D 
ナビ連動 

ＥＴＣ２．０車載器 

CY-ET2500D 
ナビ連動 

ドライブレコーダー 

CA-XDR72GD 

オ

プ

シ

ョ

ン 

2 
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  ベーシックナビ  AVN-R9W / AVN-R9 
 

 

 

 

 
メモリーナビゲーション内蔵 

SD／DVD／Bluetooth／Wi-Fi／地上デジタルTV 

7型WVGA AVシステム 
＊収録の地図データは2018年3月現在 

3 
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快適操作を叶えるシンプルUI 
フリック（はらう）、ピンチ

（拡大・縮小）などの操作に

対応。 

スマホのように直感的に使

えます。さらに使いやすい

ユーザーインターフェース

を目指し、機能を視覚的に

表現する補助アイコン・イラ

ストを採用しました。 

さらにストレスフリーな 

             操作性へ、 

 

高性能トリプルコア 

トリプルコアCPUを搭載するこ

とで、複数の通信経路が、一

度に大量の信号を処理でき、

高速レスポンスを可能に。 

動画を再生しながらナビゲー

ション操作するなど高負荷が

かかる処理もスムーズに対応

します。また、フリック（はらう）、

ピンチ（拡大・縮小）など、日頃

から馴染みのある使い方もで

きます。 
 画面の情報が一目瞭然 

ナビとオーディオが融合した画面にすることで、両方の情報がパッと見てわかり、操作の迷いを解消します。 

また、ナビドライブは、32GB SDを採用しています。 

 

シンプルな地図表現 
瞬時に案内対象道路などを見分けられる、道路や文字に強弱をつけた

地図デザイン。 

地図色は3パターンから自分の好みに合わせることができます。 

 

フラットデザインで、 

         車室内に一体感を 
光透過率が高く画質に優れ、かつ高耐久の「静電

容量式タッチパネル」を採用しました。また、「光沢

パネル」にすることで、ひときわ色鮮やかな画面に。

引き締まった黒が画質のメリハリ感をアップさせま

す。 

2DINワイドモデル： 

フルフラットデザインAVN-P9W 
フルフラット化を実現するために、「静電容量式タッ

チパネル」を採用。操作ボタンをタッチパネル内へ。

一切の凹凸がないフルフラット化を実現し、美しい

形状を追求しました。さらに、ACC-OFF時は操作ボ

タンがブラックアウトすることで、車内インテリアとし

て一体感を高めます。 

 

2DINモデル： 

フラットデザインAVN-P9 
2DINワイドモデルと同様に「静電容量式タッチパネ

ル」を採用。操作部の突出を極限まで抑え、スマー

トなデザインに仕上げました。 
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他
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※車種専用ナビあります。 

他、ＥＴＣやバックカメラや 

フリップダウンも！！ 
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２カメラドライブレコーダー 後方も撮影でもしもの時に安心！！

ＤＲＹ－ＳＴ５１００ｄ前だけスタンダードな人気ドラレコ★
◎取付イメージ◎

ＳＮ－ＴＷ８０ｄ DRY-TW8500d 
2カメラで、車両の前後を記録。 

夜も鮮明「SUPER NIGHT」モデル 

スマホアプリ、駐車記録(オプション) 

に対応。安心の3年保証。 

２つのカメラで、車両の前後を記録。 

ミニバンもSUVも対応9mロング

ケーブル採用 

前後200万画素FULL HDのハイ

スペックモデル。 

駐車記録(オプション)に対応。 

 

３年保証 リアカメラユニットはレンズ部可動式 
ブラケット一体でスマートに取付け 
リアカメラユニットはブラケット一体型なので、リアガラス

に近い位置に取付けでき、視界の妨げになりません。ま

た、ガラスとの隙間が少ないので、反射による車内の映

り込みも抑えられます。 

 

広角記録で撮り逃しを防ぐ 

HDR＆FULL HDで高画質記

録が可能、GPS＆Gセンサー

搭載。 
広視野角レンズ   最大記録画角 対角163° 

  ドライブレコー

ダーのカメラは、視

野角が大きいほど、

より広い範囲を撮

影できます。把握

できるエリアが広い

と、万が一の際に

有効な映像が記録

されやすくなります 
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されやすくなります 

おすすめ！！ Ｚ820ＤＲ 

・車種 

・年式 

・型式 

・イモビ付ｏｒ無 

・プッシュスタートか 

 プッシュスタートでないか 

以上５点教えて下さい。 

他にもまだまだいろいろな機種がございます。ユピテルホームページもご覧ください。 

 ｈｐ：https://www.yupiteru.co.jp 



※メーカーオプションナビｏｒディーラーオプションナビか教えてください。 

・メーカーオプションの場合...車種、年式、型式の３点を教えて下さい。 

・ディーラーオプションの場合...ナビの型番を教えて下さい。 

・メーカーオプションカメラ  ｏｒ  ディーラーオプションカメラ 

・車種年式 ... 等の情報が必要になります。 

10 
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　　○プラグ式電源ソケット ○１ＤＩＮ　ＢＯＸ

　　○配線キット類

他

　　○フィルムアンテナ・コード・端子テープ（ベース）

※メーカー・機種型番からお調べいたします。

○ＥＴＣ取付アタッチメント

○USB接続通信パネル

○ステアリングリモコンケーブル

11 
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修理実施

修理中止

→

→ 返却準備後発送

※部品の入荷の関係等で遅くなる場合もあります。あくまで目安です。

ご回答から７～１０日程で完了 → 　　発送

運行管理システム

  ～ 修 理の流 れ ～

不具合品お預かり → お見積り(１W∼2Ｗ） →→受付

電源 

入らなくなった... 

ＣＤ聞けなくなった、、、    

画面閉まらなくなった、、、 

画面割れた 

修理について... 



本社 
〒９４３－０８０５  

新潟県上越市木田１丁目１３－２２ 

ＴＥＬ．０２５-５２６-５８８１  

ＦＡＸ．０２５-５２６-５９５８ 

Ｍａｉｌ： ｉｎｆｏ＠ｔｅｃｎｏ-ａｃｃｅｓｓ．ｊｐ 

新潟店 
〒９５０－０９０８ 新潟県新潟市中央区 

                    幸西３丁目６-１２ 

ＴＥＬ．０２５-５２６-５８８１  ＦＡＸ．０２５-５２６-５９５８ 

ＨＰ：https://tecno-access.com/ 

 営 業 時 間  ：  ９ ： ０ ０ ～ １ ８ ： ０ ０  

 定 休 日 ： 日 曜 ・ 祝 祭 日 ・ 土  曜  ( 第 ２ ・ 第 ４ ） 

○アクセス○ 


