
注意
正しく安全にお使いいただくために､ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「取付要領書」をよくお読みください｡
運転の妨げとなる場所や水､湿気､ほこり､油煙の多い場所に設置しないでください｡事故､火災､感電､故障
等の原因となることがあります｡

警告
カーナビゲーションによるルート案内時は､実際の交通規制に従って走行してください｡自動車の運転中に〈地点
登録〉等の操作はしないでください｡このような操作は､必ず安全な場所に車を停車させて行ってください｡安全
のため走行中、ドライバーはETC車載器の操作はしないでください。

［安全に関するご注意］

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

2013年2月作成

カーナビゲーションシステム

希望小売価格 
3,675円（税抜価格3,500円）
「NR-MZ03-2」と、iPod/iPhoneを接続するためのケーブル（0.5m） ※pho t o:ブラック ※pho t o:ブラック

希望小売価格 
5,250円（税抜価格5,000円）
「NR-MZ03-2」と当社製ETC車載
器「EP-8312B/S、7311B」を接
続するためのケーブル（6m）

希望小売価格 
13,440円
（税抜価格12,800円）

ワンセグ専用地上デジタルTVチューナー（1seg）内蔵
7V型WVGAモニター/DVD/CD/Bluetooth®内蔵 メモリーカーナビゲーションシステム

※デジタルTVは、電波状況により映像・音声に乱れが生じる場合があります。　
※車種によっては、取付けできない場合があります。販売店にご確認ください。
※車両のパーキングブレーキ線への配線は必ず実施してください。　
＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

DVD-R/RW

DVDビデオ

7V型
WVGAモニター LEDバックライト

GPS/地デジTV用
複合フィルムアンテナ

VICS FM多重
受信機

Bluetooth®
内蔵 地図カード

USBメモリー
接続

地デジ対応
（ワンセグ）

約3,850万件住所
ピンポイント検索

1,334市区町村10m～
50mスケール市街地地図

約3,350万件電話番号検索
（個人宅含む）

付属･内蔵 AV機器 オプション対応ナビ機能

三菱電機メモリーカーナビゲーション

NR-MZ03-2オープン価格＊

Option

NEW

ナビもAVもカンタンに使いこなせる、シンプルなカーナビゲーション。

都市高速入口
イラストマップ

リアル
交差点イラスト案内図

3D
リアルジャンクション

ラジオ
（AM/FM）

DVD-VR
フォーマット CD-ROM

CD-R/RW 50W×4ch

音楽ＣＤ再生

MP3 WMA

AAC WAV 7バンド
グラフィックイコライザー

バーチャル
サウンドクリエーター

ETC対応 リアカメラ
対応

iPod/iPhone
対応

後席モニター
対応

外部入力端子

外部出力端子

方面看板情報表示

アローガイドモード

＊オープン価格の商品は
 希望小売価格を
 定めておりません。＊オープン価格の商品は

 希望小売価格を
 定めておりません。

オープン価格＊

オープン価格＊

約W178×H100×D166mm
（突起部を除く）

約2.4kg

DC14.4V

7インチワイド

WVGA

8GB（地図カード）

16Hz～22,000Hz（±1dB）

97dB（1kHz）（IHF-A ネットワーク）

THD

周波数特性

ＳＮ比

THD

対応デコーディングフォーマット

ＳＮ比

THD

最大出力

適合スピーカーインピーダンス

0.08％以下

20Hz～20,000Hz（＋0.1/－1.0dB）

96dB（1kHz）（IHF-A ネットワーク）

0.08％以下

MP3、WMA、AAC

70dB

0.5％以下

50W×4

4Ω

受信周波数

ＳＮ比

受信周波数

ＳＮ比

受信周波数

受信方式

地デジチューナー

受信チャンネル

アンテナ

76.0～90.0MHz

50dB

522～1629kHz

40dB

1575.42MHz

32チャンネルマルチチャンネル

内蔵

UHF13～62ch

専用アンテナ

本体部

モニター部

記録メディア

DVD部

DVD部

CD部

SDカード部
ＧＰＳ部

地上デジタル
ＴＶチューナー部
（ワンセグ）アンプ部

ＦＭチューナー部

AＭチューナー部

本体サイズ

本体質量

電源電圧

画面サイズ

液晶

フラッシュメモリー

周波数特性

ＳＮ比

スペック一覧

iPod接続ケーブルLE-03IP

ETC接続ケーブル
LE-03EC ETC車載器

EP-8312B/S
ETC車載器
EP-7311B

汎用リアカメラ
BC-20U※iPod/iPhoneに同梱のケーブルでは音声・映像の再生はできません。

※iPodビデオにも対応。（iOS5まで対応、iOS6は非対応となります。）
※充電も可能。

iPhone5、iPod touch（第5世代）、iPod nano（第7世代）との接続につきましては、
iPod/USB接続ケーブルにアップル社のLightning-30ピンアダプタを接続していた
だく必要がございます。
※iPodビデオは非対応です。
※ご使用されていないときにはLightning-30ピンアダプタは車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。

必要な機能が、どこまでも使いやすい。

三菱電機メモリーカーナビゲーション
NR-MZ03-2

●7V型WVGAモニター/DVD/CD内蔵メモリーカーナビゲーション本体 ●電源ハーネス
●GPS/デジタルTV複合フィルムアンテナ（1ch） ●USB/AUX接続ケーブル  ●ハンズフリー用マイク
●RCA入出力ケーブル

構成品

NR-MZ03-2-A3二つ折り　オモテ



NR-MZ03-2
それはシンプルな選択。

豊富なデータで、スムーズな検索を実現。

文字や道路が見やすいから、運転に集中できる。

現在地を正確に把握できるから、どんな状況でも迷わない。

超圧縮データ技術によって、HDDナビ並みのデータを収録。
目的地の検索やルート探索もすばやく行なえます。

■詳細市街地地図（シティマップ）

■方面看板表示

■住所検索

約 3,850万件
■レーン情報

約 87,500カ所

約 119,000枚

全国1,334都市

データサイズを圧縮する技術と
データ管理の最適化によって、
内蔵の8GBフラッシュメモリーに
24GB相当のデータを収録する
ことが可能になりました。

通 常 超圧縮

8GBに圧縮してすべて収録

ピンポイント訪問宅データ
約2,300万件含む

24GB相当の
地図データを収録

8GB分のデータしか収録できない

24GB24GB24GB 24GB24GB24GB

■電話番号検索

約 3,350万件（ ）

■超圧縮データ技術を採用。

■状況に合わせて、最適な表示を選べる。

ノーマルビュー 3Dビューマップ（スカイビュー） 高速略図（ハイウェイモード）

広域地図（5kmスケール） 詳細市街地地図（25mスケール）

■10mスケールまで表示可能。
10mスケールの詳細市街地地図では、
一方通行の道路や道幅、建物の形まではっきり確認できるので、
周辺の状況をしっかりと把握しながら運転できます。

先進技術を駆使することで、どんな環境でも自車位置を正確に表示。快適で安全なドライブを支えます。
■自車位置がズレても
   賢く補正。

■高速道路の乗り降りも
   正しく認識。

■GPS電波が
   届かなくても安心。

■使うたびにナビが学習して、
   測位精度が向上。

3Dハイブリッドセンサー センサー学習ハイクオリティマップマッチングリアルマップマッチング

データ
ベース 行きたい場所を、すぐに見つけられる。検索

幅広いメディアに対応したAVプレーヤー。

ナビ 操作性 楽しむ

地図
表示 対応

メディア

こだわりのつまった、映像美とサウンド。

自車位置
精度

地図カード

地図バージョンアップは、2013年度版・2014年度版の中から
1回分のみ地図更新キット（地図カード）を無料でご提供します。

対象商品 : NR-MZ03-2　登録期限:2014年1月31日

製品登録サービス
www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage地図更新データを

（地図カード）
無償でお届け！

■最新の地図に更新できる。

くわしい検索メニュー

ガススタ価格情報 駐車場満空情報

かんたん検索メニュー

価格情報
空車

満車
店舗情報

名称や住所、電話番号などで目
的地を検索できます。限られた
情報のなかで目的地を効率よく
探し出したい場合などに役立ち
ます。

現在地周辺にあるコンビニやレ
ストランなどをカンタンに探し出
せます。利用することが多い施
設を「よく行く場所」に登録する
ことも可能です。

■空いている駐車場を探せる。■ガソリン価格をチェックできる。

目的地に合わせて2つの検索メニューを使い分けることができます。

※「ガススタ価格情報」「駐車場満空情報」をご利用いただくには、Bluetooth®機能を内蔵した携帯電話が必要です。携帯電話の機種によっては本サービスを利用できない場合がありますので、ご注意ください。
※ご利用は無料ですが、通信費はお客様のご負担となります。　※「ガススタ価格情報」は、個人からの口コミによる情報のため、情報の内容に関する保証はいたしません。

現在地や指定した
場所の周辺にある
販売価格の安い
ガソリンスタンド
情報を表示します。

周辺にある「タイムズ」
「三井のリパーク」
「名鉄協商パーキング」
の混雑情報を取得
できます。

DVDビデオ、
DVD-R/RW、
CD/CD-R/RW
（MP3／WMA／AAC）

SDメモリーカード
（MP3／WMA／AAC／WAV／
 MP4／AVI／WMV）

iPod／iPhoneBluetooth®

オーディオ

USBメモリー
（MP3／WMA／AAC／WAV）

地上デジタル放送（ワンセグ） AUX入力

■ワイヤレスで楽曲を楽しめる。 ■ナビの画面で選曲できる。

さまざまなメディアの音楽や映像を楽しむことができます。

Bluetooth®対応の携帯電話や
携帯デジタルプレーヤーに
保存している楽曲をワイヤレス
で再生できます。

※別売のiPod／iPhone接続ケーブルが必要です。

タッチ操作でカンタンに選曲
できます。もちろん、ビデオの
再生やアートワークの表示も
可能です。

高画質

234

480

従来
W-QVGA WVGA約4倍 480

800

地デジ対応！
ワンセグ放送の
視聴が可能。

■美しくクリアな映像を実現。

ワンセグチューナーによって、地デジのテレビ番組を手軽に
楽しむことができます。電子番組表や字幕表示にも対応
しています。

高精細の7V型WVGAモニターと高画質テクノロジーによって、
くっきり鮮やかな映像を映し出します。

※地図バージョンアップは、2014年1月31日までに三菱電機の「製品登録サービス」サイトにて
　「製品登録」と「地図年度の選択」が必要です。
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