
■Bluetoothでワイヤレス接続
メモリーナビと携帯電話をワイヤレスで接続可能。
ハンズフリー通話やBluetooth搭載携帯電話の音楽の再生ができ、
運転中に音楽を楽しむことができます。
※携帯音楽再生は機種により再生できないものもあります。

■広範囲でテレビを楽しめるフルセグ/ワンセグ
　自動切換えチューナー内蔵
広範囲で安定受信が可能な２アンテナ×２チューナーの
フルセグチューナーを内蔵。
フィルムアンテナ仕様で、すっきりとした取り付けが可能です。

Bluetooth オーディオ画面 Bluetooth ハンズフリー画面

■ゼンリン地図データ搭載【マップデータ8GB】

■観光ガイドを地図上に表示可能

全国約36,100件の観光ガイド
【るるぶDATA】も収録し、観光
スポットや宿泊情報を手軽に検索
できるので、楽しいドライブを
演出します。
※「るるぶDATA」は株式会社JTBパブリッシングが保有する
　　デジタル観光データです。
※本機で採用しているデータは2013年1月末のデータです。

観光ガイドデータを地図上に、
アイコンとして表示することが
できます。アイコンをタッチすると
簡易情報をポップアップで表示
します。
※観光ガイドは設定で、
　ランダムに自動表示する
　ことができます。

※地域画像については、JTBパブリッシングの著作物ではありません

全国約36,100 件収録

詳細ボタンを押すと、名称や
所在地、施設情報が表示できます。

※写真情報が表示されない場合もあります。

フルセグチューナー内蔵メモリーナビゲーション

ANX-F614Ch

マイク内蔵
音声AUX 端子装備

3年間1回
地図更新無料
2015年5月～2017年4月まで

対象期間内に同梱の専用申込書にてお申込みいただきますと、無料にて最新地図データに
更新が可能です。
※本体に挿入しておりますメモリーカードを弊社に送付いただき、書き換える更新
　方法となります。
※申し込み期間内に弊社に到着したメモリーカードのみ有効です。

■3年間1回地図更新無料!

道路情報に加え、コンビニや電話番号検索
などすべての情報が更新されます。

地点情報データ 道路情報データ全データ

更新される情報

USB ポート装備



■ビデオカメラなど入力可能な外部入力端子
外部入力端子を使用して、屋外で撮ったデジタルビデオカメラ
などの映像や音声をお楽しみいただけます。

■リアモニターへの出力可能な映像出力端子
映像出力端子を使用して、リアモニターなどへ映像の出力が
可能です。※4

■バックカメラ対応 ※5

死角をカバーするバックカメラに対応。
バック信号が入力されると、自動的にバックカメラの映像に
切り替わります。※6

■USBメモリー対応 ※1

■USB1A出力対応  

USBメモリーに取り込んだ音楽や動画の再生が可能です。
【AVI/MPEG/WMA/MP3/AAC/FLAC】※2

スマホなどの充電が可能なUSB1A出力に対応。※3

地図専用マイクロSDカードについて
・本体に内蔵しているマイクロSDカードリーダーは地図専用カードリーダーとなりますので、メディアを再生することはできません。

・本体に内蔵しているマイクロSDカードは地図専用となりますので、メディアとしての使用はできません。また絶対に中のデータを消去しないでください。　　

■地デジを録画したDVD再生が可能なCPRM対応

■さまざまなメディア/フォーマットに対応
対応メディア：CD/CD-R/CD-RW/DVD/DVD-R/DVD-RW/USB
対応フォーマット：AVI/MPEG/WMA/MP3/AAC/FLAC ※USBのみ

高画質・高音質なデジタル放送を録画したDVDの
再生に対応。家庭で録画した番組を
車でもお楽しみいただけます。

製品仕様

入力×１（フロント）
約178(W)×100(H)×180( D)㎜
約2.06Kg

フルセグ(地デジ・ワンセグ）自動切替え

AVI/MPEG
WMA/MP3/AAC/FLAC※FLACはUSBのみ対応
DVD/DVD-R/RW/DVD-VR(CPRM)
CD/CD-R/CD-RW

品名
品番
ディスプレイ
Bluetooth
USB
使用電源
最大出力
動作温度範囲
外部入力／出力

フルセグ内蔵メモリーナビゲーション
ANX-F614Ch
6.2インチワイドVGA
2.1＋EDR
2.0
DC12V
4×45W
-10 °～＋60°
入力×1（リア）／出力×1(映像のみ）

○
○
○
○
○
○
○
○

電源ケーブル
外部入力ケーブル
固定用クリップ／テープ
リモコン
GPSアンテナ
固定用ネジ
TVアンテナコード
TVフィルムアンテナ

AUX端子
寸法
本体重量
                       　　　
TVチューナー
対応ムービー形式
対応音楽データ形式

対応ディスク

販売元：株式会社イノベイティブ販売　〒343-0041　埼玉県越谷市千間台西1-4-4　TK・PREVIO5F

TEL:048-970-5027

24V車や

マルチメディア部

付属品

※1． USB メモリーは別売です。 ※2．AVI は USB メモリーでは再生できません。　
※3．すべてのデジタルオーディオプレーヤー・携帯電話の充電については保証しておりません。
※4.　出力可能なソースは TV と DVD のみとなります。※5．カメラは別売です。 ※6．バック信号線接続時 

フルセグチューナー内蔵メモリーナビゲーション

ANX-F614Ch

項目 仕様 データ締め日 項目 仕様
地図メーカー ゼンリン 2013年4月〆地図データ 目的地履歴 200件

地図 道路データ（高速・有料道路） 2013年4月 登録地点 500件
道路データ（国道・都道府県） 2013年2月 自宅登録 ●
交通規制データ 2013年3月 探索条件指定 おすすめ/有料優先/一般優先/距離優先
レーン情報 2013年3月 同時探索 4ルート
簡易市街図 2013年4月 経由地設定 5箇所

検索 住所検索データ 2013年3月 細街路探索 ●
電話番号検索データ(法人のみ) 2012年12月 スマートIC考慮探索 ●
50音施設名称検索データ 2013年2月 フェリー考慮探索 ●
施設ジャンル検索データ 2013年2月 ルート区間情報表示 ●
周辺施設検索データ 2013年2月 ルート保存 10件
駅名検索データ 2013年2月 交差点拡大案内 ●

画像 高速分岐イラスト 2013年4月 レーン情報 ●
高速出口後方面イラスト 2012年12月 高速分岐イラスト(昼) 約3,161箇所
高速出口後分岐イラスト 2013年4月 高速分岐イラスト(夜) 約3,161箇所

高速出口後方面イラスト(昼) 約1,023箇所
項目 高速出口後方面イラスト(夜) 約1,023箇所

地図縮尺 高速出口後分岐イラスト 約595箇所
簡易市街地図 全国(10m/25m/50m) 高速/一般道切換(道路切換) ●
立体アイコン 約790箇所 地図背景色選択 3色
ロゴマーク表示 ● ルート色選択 3色
一方通行表示 ●(10m/25m/50m) 文字サイズ選択 3段階
地図表示 自車アイコン色選択 4色
昼夜画面切替 トンネルアシスト ●
住所検索 約3,645万件 走行軌跡表示 ●
電話番号検索(法人のみ) 約800万件 GPS情報表示 ●
50音施設名称検索 約587万件 自動速度違反取締機(オービス)地点表示 約795箇所
施設ジャンル検索 約200万件 速度取締地点表示 約2,068箇所
周辺施設検索 約200万件 エコ走行アシスト(ECOアイコン) ●
駅名検索 約10,470件 エコ走行アシスト(エコグラフ) ●
施設出入口検索 約40万件 約36,100件
緯度・経度検索 ● 観光ガイド検索地点ー出入口情報
履歴検索 200件

ルート探索

ルート案内

その他ナビ機能

検索

検索

ガイドブックデータ るるぶDATA

10m~50㎞(12段階)

走行方向/北上固定/簡易3Dビュー
昼モード/夜モード/オート(時間連動)

仕様

データ締め日一覧

地図表示


