基本接続図
＜スリムリアビジョン＞
RSH10XS シリーズ（別売）

＜HDMI ケーブル＞
KCU-610RV または KCU-620RV（別売）

HDMI 入力端子

「HEAD UNIT」の刻印（灰色側）

・カメラダイレクト接続端子
FRONT CAMERA

＜HDMI 入力端子（Type A）＞
iPhone やスマートフォンの映像を本機に表示する場合に、HDMI 接続ケーブル（別売）を接続します。
・USB 接続ケーブル（灰）（充電専用）
iPhone やスマートフォンの充電ができます。

◆ iPhone やスマートフォン、USB メモリーなどを接続する
・複数の機器を同時に接続することはできません。
・接続する機器を車の中に放置したままにしないでください。車室内の熱による故障の原因になります。
・本機へ HDMI 接続する場合は、それぞれ HDMI 端子タイプに対応した別売の接続ケーブルが必要です。

・USB 接続ケーブル（黒）
iPhone スマートフォン、USB メモリーの
音楽や映像を本機で再生する場合に接続します。
＜Lightning-USB 変換ケーブル＞
KCU-471i2（別売）

iPhone
（別売）

Lightning-DigitalAV
アダプター（アップル製）

LIN
2.4A

※1 DAF9Z/DAF11Z に電源コードは付属されていません。
DAF9Z/DAF11Z をお買上げのお客様は、別売の取付キットに
同梱されている電源コード、または電源コード (KCE-GPH16)
をご使用ください。

・バッテリー電源コード（黄）
常に電源が供給される（バッテリー電源プラス）コードに接続します。
- エンジンキーに関係なく常に電源を本機に供給します。

HDMI ケーブル（別売）

Micro HDMI 変換ケーブル
＊ 機器によっては同時接続できない場合があります。
＜MHL ケーブル＞
KCU-610MH（別売）

SPEED SENSOR

・スピーカーコード
車のスピーカー線に接続します。
- 接続するスピーカーは、インピーダンスが 3.2 〜 8Ωのものを使用してください。

Micro USB 変換ケーブル
HDMI ケーブル

（左）

（右）
リア

USB メモリー（別売）

（左）
・リモートオンコード（青 / 白）
外部アンプや パワード・サブウーファー追加の際に使用します。
- 本機の電源 ON/OFF とアンプなどの周辺機器 ON/OFF を連動させます。

◆ パワー・アンプ / パワード・サブウーファーを接続する

PIN 接続コード

・リバースコード（橙 / 白）
車のバックランプ信号線のプラス側に接続します。
- リアカメラ接続時には、シフトレバーのバックギア（R）に連動して、リアカメラの映像に自動的に切りかえます。

＜パワー・アンプ＞
KTP-600/MRV-F300
（別売）

・パーキングブレーキコード（黄 / 青）
車のパーキングブレーキ信号線プラス側に接続します。

＜パワード・サブウーファー＞
SWE-1080（別売）

FRONT OUT

リモートオンコード
（KTP-600 付属 /MRV-F300 別売）
青/白
AMP REMO

青/白

＊ KTP-600 付属、MRV-F300/SWE-1080 別売

REAR OUT

SUBW.

灰
灰 /黒
白
白 /黒

・リアプリ出力コード
組み合わせるアンプ製品のリア入力に接続します。
・サブウーファープリ出力コード
組み合わせるアンプ製品のサブウーファー入力に接続します。

※4 HCE-C20HD シリーズは使用できません。
◇ RCA 接続タイプのカメラを取り付ける場合

・スピードセンサーコード（緑 / 白）
車速パルスコードに接続します。

紫
紫 /黒
緑
緑 /黒

■ GPS アンテナ（付属）

F-LCH

＜AUX 入力端子＞
ゲームなどの外部機器映像を本機で再生する
場合に、AUX 変換ケーブル（別売）
を接続します。

R-RCH
R-LCH

◆ 2 カメラドライブレコーダー / 外部機器を接続する
<2 カメラドライブレコーダー >
DVR-C370R/DVR-C320R( 別売）

MIC IN
REVERSE
AUX-REM-OUT

STEERING REMOTE

FRONT OUT

STEERING REMOTE

REAR OUT
HDMI-REM-OUT
SUBW.

・外部ハンズフリーマイク接続端子
音声操作用 / ハンズフリー電話用外部マイク
を接続します。

GPS アンテナ
（DVR-C370R 付属）

F CAM

■ リモートコード（付属）

P.ANT

＜RCA 接続カメラ＞
HCE-C1000 シリーズなど（別売）

・トヨタ純正リアカメラ装着車（ナビレディパッケージ等）や、ホンダ純正リアカメラ装着車（ナビ装着スペシャル
パッケージ）は、別売の変換ケーブルをリアカメラ接続端子に接続してください（純正カメラのタイプにより使用する
変換ケーブル・アダプタが異なります）。
＊接続するカメラ及び車種によっては、別売のダイレクトカメラ接続ケーブル（KWX-G001 または車種専用
ダイレクトケーブル）が必要な場合があります。詳しくは取り付けるカメラの取付説明書を参照してください。

＜アンテナソケット＞
車両アンテナプラグを接続します。

■ プリアウトコード（付属）
・フロントプリ出力コード
組み合わせるアンプ製品のフロント入力に接続します。

カメラ延長コード＊

・ドライブレコーダー接続端子
別売のドライブレコーダーに接続します。

F-RCH

＜RCA 接続カメラ＞
PKG−C2500F シリーズなど（別売）
＜リアカメラ＞
HCE-C2000RD/HCE-C1000D
シリーズ（別売）（※4）

・CAN 接続端子
別売の「取付キット」付属の専用コネクター
を接続する事で、リアカメラ接続時にステア
リング連動ガイド線に対応します。

＜ダイレクトー RCA カメラ変換ケーブル＞
KWX-G003（別売）

PARKING BRAKE

- パーキングブレーキの状態を本機に伝えるため、パーキングブレーキスイッチのプラス側に必ず接続してください。
- パーキングブレーキ信号線が無い車の場合など不明点は、お買い上げ店にお問い合わせください。

リモートオンコード

＜ダイレクトー RCA カメラ変換ケーブル＞
KWX-G003（別売）

AMP REMO

・パワーアンテナ / ブースターコード（青）
車のパワーアンテナコードまたはアンテナブースターに接続します。
- エンジンキーの ACC ON/OFF に連動してパワーアンテナを伸縮させる信号を出力します。
- ブースターが付いているも のは、必ず接続してください。接続を忘れるとラジオの受信状態が極端に悪くなります。

（＊）

LIN

ACC

（右）
フロント

（フロント / リアスピーカー）

DRIVE RECODER IN

※3 HCE-C25HD シリーズは使用できません。
◇ RCA 接続タイプのカメラを取り付ける場合

・カメラダイレクト接続端子
別売のダイレクト接続タイプのリアカメラと
接続します。
・LIN 接続端子
LIN 通信対応のアルパイン 製品の LIN 接続
端子に接続します。

＜フロントカメラ＞
HCE-C2500FD シリーズ（別売）
（※3）

カメラ延長コード

別売のダイレクト接続タイプのフロント
カメラと接続します。

・アースコード（黒）
車のボディーの金属部分に確実に接続してください。
- 不十分ですと雑音や誤動作の原因になります。

HDMI ケーブル

＜MHL 端子対応機器＞
Android 系スマートフォンなど（別売）

CAN

ヒューズ（15A）

・ACC 電源コード（赤）
ACC ポジションで電源が供給されるコードに接続します。
- エンジンキーに連動した電源を本機に供給します。

＜HDMI ケーブル＞
KCU-610HD（別売）
（＊）
＜Micro HDMI 端子 /Micro USB
端子対応機器＞
Android 系スマートフォンなど
（別売）

REAR CAMERA

1.5A

■ 電源コード（DA7Z 付属、または別売の電源コード KCE-GPH16）（※1）

◆ カメラを接続する

■ カメラコード（付属）

＜HDMI 出力端子（Type A）＞
本機の映像をリアビジョンへ再生する場合に、HDMI 接続ケーブル（別売）を接続します。

リアカメラ
（ドライブレコーダー付属）

茶 REMOCON OUT

使用しません

茶 REMOCON IN

使用しません

R CAM

・リモート出力コード（灰）
組み合わせる ALPINE 製品のリモート入力
コードに接続します。
・ステアリングリモコン接続端子（※2）
別売の純正ステアリングリモコン接続
ケーブルに接続します。
・ステアリングリモコン接続端子（※2）
別売の純正ステアリングリモートコントロール
キットに接続します。
・リモート出力コード（茶）
組み合わせる ALPINE 製品のリモート入力
コードに接続します。

◆ 外部機器を接続する

赤

白
黄
＜AUX 変換 / ビデオ入力ケーブル＞
KCE-250iV（別売）

＜外部機器＞
ゲームなど（別売）
PIN 接続コード（別売）

※2 ステアリングリモコン適合車種について詳しくは、アルパインホームページを確認してください。
→ https://www.alpine.co.jp

