
以下、3通りのいずれかの方法によって、ご登録をお願いします。

「パソコン」からのご登録
 http://www.alpine.co.jpへアクセスいただき、ご登録をお願いします。

「スマートフォン」からのご登録
 http://www.alpine.co.jp/mobileへアクセスいただき、ご登録をお願いします。※一部対応していない機種がございます。

「お客様登録FAX用紙」からのご登録
 対象製品に同梱されている「お客様登録FAX用紙」にご記入いただき、ご登録をお願いします。
  ※登録にはFAX到着後、約4営業日ほどかかりますので、ご了承ください。

検索アルパインお客様登録

お客様登録方法

●弊社製品の取付け・配線は、安全のため必ずお買い上げの販売店にご依頼願います。誤った取付け・配線により
お車に重大な支障をきたす場合があります。●弊社製品の通気孔や放熱板を塞がないようご注意ください。また

水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないでください。火災や故障の原因となることがあります。●弊社製品は本体/モニ
ターをしっかり固定できない場所や振動の多い場所に取付けないでください。事故やけがの原因になることがあります。●弊社製品は

「取付け説明書」で指定された通り接続してください。指定以外の接続を行うと火災や事故の原因となることがあります。●車体やネジ
部、シートレール等の可動部にコード類を挟み込まないよう配線してください。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となるこ
とがあります。●外部アンテナは車幅や車の前後からはみ出さないようご注意ください。接触事故の原因となることがあります。●運転
中の音量は、車外の音が聞こえる音量でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

注意

※運転中にTV・ビデオの映像が映らない安全設計です。
※液晶パネルは、非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素が有り得ますので、あらかじめご了承ください。

●弊社製品でのCD再生は、ディスクレーベル面に マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用ください。尚、CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また、再生できた場合も音質の保証は致しかねます。●弊
社は、正式な音楽CD規格に準拠していない「コピーコントロールCD」等のディスクの再生につきましては、その動作や音質の保証を致しかねます。また、弊社製品におきまして通常のCD再生時には支障がなく、「コピーコントロールCD」再生時のみに支障がある
場合、弊社製品の不具合ではないことをご理解ご了承くださいますようお願い申し上げます。尚、「コピーコントロールCD」の詳細につきましては、同ディスクの発売元にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。●製品の組み合わせによっては接続で
きない場合があります。●保証書は所定事項が記入されているかご確認の上、お受け取りください。●本カタログ掲載の価格には取付け費は含まれておりません。●Bluetooth®と は、Bluetooth SIG,Incの登録商標です。●モニター画面はすべてハ
メコミ合成です。●本カタログ掲載の各製品と実車のイメージ装着写真はハメコミ合成です。実際の装着とはフェイスパネルのせり出し等が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●カタログと実際の製品及び画面の色とは印刷の条件等により、多少
異なる場合もあります。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●このカタログの記載内容は、2020年9月現在のものです。

「アルパインID」にご登録いただくと、お得なサービスをご利用いただけます。

― お客様のカーライフを幸せにするお手伝いは、当店におまかせください―

カーナビをご購入のお客様

●情報通信サービスのご利用
2020年製アルパインカーナビをご購入のお客様
スマホアプリ「BIG X  CONNECT」をご利用いただくことで、
以下のサービスを受けることができます。

■地図データ年度更新　■高速道配信　■Gracenote配信　■車種専用セッティングデータ配信

2020年10月発行
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アルパインホームページで
より詳細な情報がご覧になれます。

または検索サイトから

www.alpine.co.jp

アルパイン

アルパイン・ラインアップ 2020年 Vol.4

〒145-0067東京都大田区雪谷大塚町1-７

製品に関するお問い合わせはアルパインインフォメーションセンターへ

電話受付時間（日、祝日、弊社休業日を除く）
【月〜金】9：30〜17：30 【土】9：30〜12：00, 13：00〜17：00

ホームページのお問い合わせ
フォームより受け付けています。

「友だち追加」から友だち追加できます。
※LINEアカウントをお持ちでない場合には、
LINE会員登録が必要になります。

電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ

LINEでのお問い合わせ

0570-006636携帯/PHS/一般電話から

FAXから

全国どこからでも市内通話料金でお問い合わせ頂けます。（携帯電話/PHS：20秒10円）
※一部のIP電話など、接続できない場合は
　次の番号をご利用ください。 TEL：03-6704-4926

※お電話は、プッシュ回線（トーン信号の出る電話）を利用した自動応答システムです。音声ガ
イダンスにしたがって、該当する数字を入力してください。※弊社ではお問い合わせ頂いた内
容を正しく理解し、今後の製品開発やサービス向上の参考にする為に、お問い合わせ内容を
記録、録音させて頂く場合がございます。※お問い合わせの際、お客様から収集させて頂いた
個人情報は、当社の個人情報保護方針に従い厳重に管理いたします。

045-522-8700

スマートフォン専用
サイトイメージ

●弊社製品を前方の視界を妨げる場所やハンドル、シフトレバー、ペダル類等の運転操作の妨げ
となる場所や同乗者に危険を及ぼす場所に取付け/設置しない。事故やけがの原因となります。

●本機の小型付属品（電池、ボタン等）を幼児の手の届かないところに保管する。万一飲み込んだ場合直ちに医師の
治療を受けてください。●運転者は走行中に操作（画面・音量調節等）をしない。事故の原因となりますので、操作は必
ず安全な場所に停車させてから行ってください。●運転者がテレビやビデオを見るときは必ず安全な場所に停車させ
てください。弊社製品はテレビやビデオは安全のため走行中は表示されません。●弊社製品を分解したり、改造したり
しない。事故、火災、感電の原因となります。●弊社製品に万一異常（水に濡れた、異物が入った、変な音や匂いがする
等）が発生した場合、直ちに使用を中止し、お買い上げ販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。

警告

NEW LINEUP

DRIVE RECORDER
ドライブレコーダー

2019年製以前のアルパインカーナビをご購入のお客様
お客様とカーナビゲーション本機の情報をご登録いただくと、
以下のサービスを受けることができます。



車種専用デザインで、大画面を美しく装着。
クルマとナビの一体感を生み出し、愛車にさらなる上質感をもたらします。

細部まできめ細かく色鮮やかな
「大画面・高画質」。
高精細WXGA液晶なら、映像の細部まで色鮮やか。
色彩のグラデーションもきめ細かく、
臨場感あふれる映像を実現します。
※一部機種を除く。

前席と後席で別のコンテンツを
再生できる「ダブルゾーン」。
たとえば前席で好きな音楽を聴きながら、後席では
スマホの動画を観ると
いったことも可能です。

すべてを一新した、ALL NEW「ビッグX」。

車種専用に造り込んだデザインで、大画面液晶を装着。カーナビの機能性だけでなく、
クルマとの美しい一体感も、「ビッグX」ならではの魅力です。

後席をエンターテイメント空間に変える、リアビジョン。
大画面・高機能のハイグレードモデル、薄型のスリムモデルなど
多彩なラインアップから選べます。

バックカメラ、フロントカメラ、サイドビューカメラなど、多彩なカメラをラインアップ。

後方車両への注意もナビ画面でお知らせ。
高機能２カメラドライブレコーダー。
※ナビ連携機能は、２０２０年製アルパインカーナビゲーション（NXシリーズ）以降のモデルで対応します。
NXシリーズは出荷時期により、プログラムのアップデートが必要となる場合があります。

美しく、見やすく、操作しやすい画面デザイン。
地図内の文字やメニュー画面の動きなどもこだわり、直観的なわ
かりやすさを追求しました。

メニュー画面

パラメトリックEQ

※当社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にこのロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

地図画面

タイムコレクション

声で瞬時にナビを操作できる「ボイスタッチ」。
周辺検索から地デジのチャンネル変更ま
で、さまざまな操作を声だけで行えます。

「ボイスタッチ」対応で、
カメラ画面をすばやく呼び出せる。
カーナビに呼びかけるだけで、瞬時にカメラ映像を
表示可能。安全・安心な運転をサポートします。

「スーパーナイトビジョン」採用により
夜間の録画映像もはっきりと。
フロントカメラは独自の映像処理技術「スーパーナイト
ビジョン」で、夜の駐車時や帰宅時などでも人や車を
明るく鮮明に捉えます。

車幅や進行方向が分かりやすい、
「車種専用ガイド線」。
マルチビュー・バックカメラは、多様なカメラアングルへ
切替え可能。また車種専用ガイド線により、車幅や進
行方向を、より正確に把握することができます。

「HD-TVI」採用により、
高鮮明なHD画質を実現。
アナログ方式で高解像度を有する「HD-TVI」採用
により、HD画質を実現しました。
※HCE-C20HD/C25HDシリーズに採用

後方車両を検知し、
ナビでお知らせして録画。
後方から接近する車両を検知。注意を喚起すると
ともに録画を開始します。 
※DVR-C320Rが対応します。

カメラ映像の再生・操作・設定を
カーナビの大画面で行える。
通常の録画映像から駐車時の監視映像まで、ナビ
画面で再生可能。各種操作もタッチパネルで簡単に
行えます。 ※DVR-C320R/DVR-C370Rが対応します。

11型から7型まで、WXGA液晶を採用。
従来比（WVGA比）2.4倍の高精細となるWXGA液晶を全モデルに搭載。地図や
メニュー画面もWXGA画質に最適化しています。

車内の空気環境を改善する
「プラズマクラスター技術」搭載。
車内のニオイ・空気の汚れが気になる方や、小さなお
子様がいるご家族にもおすすめです。
※一部機種を除く。

DRIVE RECORDER
ドライブレコーダー

アルパイン・サウンドが、さらに高音質へ。
「音のアルパイン」と称され高評価を得てきたサウンドがさらに高音質へ。
ハイレゾ音源にも対応し、前後席4ch独立イコライザーも搭載しました。

専用アプリ「BIG X  CONNECT」
をインストール。

※対応機種や方法についてはアルパインホームページをご覧ください。

最新の地図データを自動でダ
ウンロード。

カーナビを起動したら、自動で
送信します。

スマホと連携して、地図を自動アップデート。
専用スマホアプリで、面倒な作業をすることなく自動
で地図更新を完了できます。

※画面デザインは実際の製品とは異なります。

XF11NX-HI-NREX11NX-NVE

従来比

2.4倍

従来のWVGA液晶 WXGA液晶

800×480p 1280×720p

周辺検索 オーディオ変更
テレビに変更

従来比

2.4倍

従来のWVGA液晶
800×480p

WXGA液晶
1280×720p

ナビ

リアビジョン

リアシート
地デジ・DVD・スマホ
などの動画を再生

フロントシート
お好みのメディアを再生

コーナービュー

バックビュー

トップビューパノラマビューバックビュー

サイドカメラ

※プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmacluster、は
シャープ株式会社の登録商標です。※ダブルゾーン機能搭載のアルパインカーナビとの接続が必要です。

APP STORE GOOGLE PLAY
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Car Navigation ［車種専用カーナビゲーション］ 

11型  11型  

TOYOTA ハイエース/レジアスエース専用ナビ  フローティング ビッグX 11 
（ハイエース：H25/12～現在、レジアスエース：H25/12～R2/4）

XF11NX-HI-NR 11型   オープン価格 ※メーカーオプションバックカメラ装着車用 

※メーカーオプションの「パノラミックビューモニター」、「デジタルインナーミラー」装着車はナビゲーション画面に純正カメラ映像を映
すことができません。

TOYOTA ランドクルーザー プラド専用ナビ  フローティング ビッグX 11 （H29/9～現在）

XF11NX-LP 11型   オープン価格

MITSUBISHI 
エクリプス クロス専用ナビ フローティング ビッグX 11 

（H30/3～現在）

XF11NX-EC 11型   オープン価格  NEW

TOYOTA プリウス専用ナビ フローティング ビッグX 11 
（H27/12～現在）

XF11NX-PR-NR 11型   オープン価格 
※ナビレディパッケージ装着車用 ※パノラミックビューモニターの取付けはできません。

MITSUBISHI 
デリカD:5専用ナビ フローティング ビッグX 11

（H31/2～現在）  

XF11NX-D5-AR 11型   オープン価格  NEW   
※マルチアラウンドモニター対応

TOYOTA ハイラックス専用ナビ フローティング ビッグX 11
（H29/9～現在）  

XF11NX-HL-NR 11型   オープン価格  
※全車標準装備の純正バックカメラ装着車用

MITSUBISHI 
アウトランダー専用ナビ フローティング ビッグX 11 

（R1/9～現在（マイナーチェンジ後））

XF11NX-OU-AR 11型   オープン価格  NEW

※マルチアラウンドモニター対応

TOYOTA シエンタ専用ナビ フローティング ビッグX 11 
（H27/7～現在）

XF11NX-SI-NR 11型   オープン価格 
※ナビレディパッケージ装着車用 ※パノラミックビューモニターの取付けはできません。

HONDA  N-BOX/N-BOXカスタム専用ナビ 
フローティング ビッグX 11 （H29/9～現在）

XF11NX-NB-NR 11型   オープン価格  
※ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車用

NISSAN NV350キャラバン専用ナビ  
フローティング ビッグX 11 （H29/7～現在）    
XF11NX-CV-AM 11型   オープン価格
※インテリジェントアラウンドビューモニター装着車用

フローティング ビッグX 11 （単品モデル）
XF11NX 11型   オープン価格
※適合車種の車種専用パーフェクトフィット（取付けキット）は
アルパインストアでご確認下さい。

TOYOTA ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用ナビ ビッグX 11
EX11NX-NVE 11型  意匠登録済   オープン価格

ヴォクシー（H26/1～現在）、ヴォクシー ハイブリッド（H26/2～現在）、ノア（H26/1～現在）、ノア ハイブリッド（H26/2～現在）、エスクァイア/エスクァイア ハイブリッド（H26/10～現在）

NISSAN セレナ/セレナ ハイウェイスター専用ナビ ビッグX 11   
EX11NX-SE2-AM 11型   オープン価格  
セレナ/セレナ ハイウェイスター/セレナ e-POWER/セレナe-POWER ハイウェイスター（R1/8～現在）
※インテリジェントアラウンドビューモニター装着車対応

NISSAN セレナ/セレナ ハイウェイスター専用ナビ ビッグX 11 （H28/8～R1/7）  

EX11NX-SE-AM 11型   オープン価格 
※インテリジェントアラウンドビューモニター装着車対応

NISSAN セレナ e-POWER/セレナ e-POWER ハイウェイスター専用ナビ ビッグX 11 （H30/3～R1/7）  

EX11NX-SE-E-AM 11型   オープン価格 
※e-POWER専用 ※インテリジェントアラウンドビューモニター装着車対応

※純正アンテナ無し車は別売のアンテナKAE-700DTが必要です。
※「アラウンドビューモニター」は日産自動車株式会社の登録商標です。

※詳細な対応車種と年式についてはアルパインホームページをご覧ください。

TOYOTA アルファード/ヴェルファイア専用ナビ ビッグX 11
EX11NX-AV 11型  意匠登録済  オープン価格

※専用ビルトインカーアロマ付属 
アルファード/ヴェルファイア/アルファード ハイブリッド/ヴェルファイア ハイブリッド（H27/1～R1/12）

画像はEX11NX-SE2-AM 

ハイエース/レジアスエース（バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー付車）バックミラーモニター映像分配キット
HCE-C02M-HI  標準小売価格 ￥9,000（税別） ※対応年式：H25/12～現在
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SUZUKI ジムニー/ジムニー シエラ専用ナビ ビッグX 
X9NX-JI 9型   オープン価格  NEW

ジムニー（H30/7～現在）、ジムニー シエラ（H30/7～現在）

Car Navigation ［車種専用カーナビゲーション］ 

10型/9型/8型  

7型  

愛車の後席に、
多彩な楽しみを創造する
高精細・高機能リアビジョン。

RXH12X2-L-B
本体色:ブラック

TOYOTA ハリアー/ハリアー ハイブリッド専用ナビ ビッグX
（H29/6～R2/6） EX10NX-HA2 10型   オープン価格

※専用カーアロマ（ボトルタイプ）付属 

TOYOTA 
C-HR専用ナビ ビッグX 

（H28/12～R1/10）

X9NX-CHR-NR 9型  
オープン価格
※メーカーオプションバックカメラ装着車用

HONDA オデッセイ/オデッセイ 
ハイブリッド専用ナビ ビッグX 

（H25/11～H29/10） 

EX9NX-OD 9型  
オープン価格

ビッグX 9型（単品モデル） 
X9NX 9型  
オープン価格
※適合車種の車種専用パーフェクトフィット（取付けキット）
はアルパインストアでご確認下さい。

ビッグX 8型（単品モデル） 
X8NX 8型  
オープン価格

【車種専用パーフェクトフィット（取付けキット）】
KTX-X8-HI ハイエース（H25/12～現在）

KTX-X8-HI2 ハイエース（スーパーGL）（H25/12～現在）

KTX-X8-HIW ハイエース（ワイドボディ）（H25/12～R2/4）

KTX-X8-VZ ヴェゼル/ヴェゼル ハイブリッド（H25/12～現在）

KTX-X8-REN レネゲード（H27/9～H30/5）

【車種専用パーフェクトフィット（取付けキット）】
KTX-7W-NVEHI
ヴォクシー/ノア（H26/1～現在）、ヴォクシー ハイブリッド/ノア ハイブリッド

（H26/2～現在）、エスクァイア/エスクァイア ハイブリッド（H26/10～現在）/
ハイエース（H25/12～現在）/レジアスエース（H25/12～R2/4）

KTX-7W-TR  タンク/ルーミー（カスタム系）（H28/11～R2/9）

KTX-7W-AQSICHR
アクア（H26/12～現在）/シエンタ（H27/7～現在）/C-HR（H28/12～R1/10）

KTX-7W-LP ランドクルーザー プラド（H29/9～現在）

KTX-7W-HA2 ハリアー/ハリアー ハイブリッド（H29/6～R2/6）

KTX-7W-PR2 プリウス（H27/12～現在）

KTX-7W-TN タント（H25/10～R1/7）

7型ワイド（単品モデル） 
7WNX 7型  オープン価格

7型（単品モデル） 
7DNX 7型  オープン価格

TOYOTA タンク/ルーミー（カスタ
ム系）専用ナビ ビッグX 

（H28/11～R2/9）

X9NX-TR-NR 9型  
オープン価格 
※ナビレディパッケージ装着車用 ※パノラミッ
クビューモニター装着車は「パノラミックビュー
モニター変換キット（別売）HCE-V02AR-TR-
PM」をご使用ください。

TOYOTA 20系アルファード/
ヴェルファイア専用ナビ ビッグX （H20/5～H27/1） 

EX10NX-AV20 10型   オープン価格

TOYOTA 
アルファード/ヴェルファイア
専用ナビ ビッグX  
X9NX-AV 9型  オープン価格

アルファード/ヴェルファイア/アルファー
ド ハイブリッド/ヴェルファイア ハイブリッド
（H27/1～R1/12）

TOYOTA 
ヴォクシー/ノア/エスクァイア
専用ナビ ビッグX  
X9NX-NVE 9型  
オープン価格

ヴォクシー/ノア（H26/1～現在）、ヴォク
シー ハイブリッド/ノア ハイブリッド（H26/2
～現在）、エスクァイア/エスクァイア ハイブ
リッド（H26/10～現在）

HONDA ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ
専用ナビ ビッグX （H27/4～R1/12）

EX10NX-ST 10型  意匠登録済   オープン価格

NISSAN エクストレイル専用ナビ ビッグX （H29/6～現在）  
EX10NX-XT-AM 10型  オープン価格
※インテリジェントアラウンドビューモニター装着車対応

NISSAN ノート/ノート e-POWER
専用ナビ ビッグX 

（H28/11～現在）  
X9NX-NT-AM 9型  
オープン価格
※インテリジェントアラウンドビューモニター装着
車用 ※オートエアコン装備車のみ対応

TOYOTA プリウス専用ナビ ビッグX 
（H27/12～現在）

X9NX-PR-NR 9型  オープン価格

※パノラミックビューモニターの取付けはできません。

TOYOTA プリウス30系/プリウスPHV
専用ナビ ビッグX 
EX9NX-PR30 9型  オープン価格

プリウス（H23/12～H27/12）、プリウスPHV
（H24/1～H25/9）

TOYOTA RAV4/RAV4 ハイブリッド
専用ナビ ビッグX （H31/4～現在）  
X9NX-RV4-NR 9型  
オープン価格 
※純正バックカメラ対応

TOYOTA プリウスα専用ナビ ビッグX 
（H26/11～現在）

EX9NX-PRA2 9型  オープン価格

TOYOTA プリウスα（MC前）
専用ナビ ビッグX （H23/5～H26/11）

EX9NX-PRA 9型  オープン価格

※詳細な対応車種と年式についてはアルパインホームページをご覧ください。

TOYOTA ランドクルーザー プラド
専用ナビ ビッグX （H29/9～現在） 

X9NX-LP 9型  オープン価格  

2020年製アルパインカーナビ対応

12.8型WXGA リアビジョン 
特許取得済  
RXH12X2-L-B
オープン価格 

12.8型

2020年製アルパインカーナビ対応

10.1型WSVGA スリムリアビジョン  
RSH10XS-R-B / RSH10XS-R-S
オープン価格 

10.1型
ルーム
ライト

ルーム
ランプ

2020年製アルパインカーナビ対応

10.1型WSVGA スリムリアビジョン  
RSH10XS-L-B / RSH10XS-L-S
オープン価格 

10.1型

天井取付け型リアビジョン ※天井取付け型リアビジョンの装着には別売の車種専用パーフェクトフィット（取付けキット）が必要です。詳細はアルパインホームページをご覧ください。

HDMI接続対応リアビジョン

プラズマクラスター技術搭載

スリムシンプル

RSH10XS-R-B
本体色:ブラック

RSH10XS-L-B
本体色:ブラック

本体色:シルバー
RSH10XS-R-S

本体色:シルバー
RSH10XS-L-S

※「アラウンドビューモニター」は日産自動車株式会社の登録商標です。 ※プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmacluster、はシャープ株式会社の登録商標です。

2020年製アルパインカーナビ対応

プラズマクラスター技術搭載10.2型WXGA リアビジョン 
特許取得済  
PXH10S-R-B オープン価格

10.2型

7色
ルーム
ランプ

本体色:ブラック
PXH10S-R-B

2020年製アルパインカーナビ対応

プラズマクラスター技術搭載12.8型WXGA リアビジョン 特許取得済  
PXH12X-R-AV / PXH12X-R-B オープン価格

12.8型
7色

ルーム
ランプ

2020年製アルパインカーナビ対応

プラズマクラスター技術搭載11.5型WXGA リアビジョン 
特許取得済  
PXH11X-R-B オープン価格

11.5型
7色

ルーム
ランプ

2020年製アルパインカーナビ対応

プラズマクラスター技術搭載9型WXGA リアビジョン 
特許取得済  
PXH9S-R-B オープン価格

9.0型

7色
ルーム
ランプ PXH9S-R-B

本体色:ブラックPXH11X-R-B
本体色:ブラック

PXH12X-R-AV
本体色:ブラック

【アルファード/ヴェルファイア
専用加飾モデル】

PXH12X-R-B
本体色:ブラック

2020年製アルパインカーナビ対応

10.1型WXGA ヘッドレスト・リアビジョン（2台パック）  
SXH10ST オープン価格 

10.1型

本体色:ブラック

ヘッドレスト取付け型リアビジョン

TOYOTA ライズ専用ナビ ビッグX （R1/11～現在）

X9NX-RZ-NR 9型   
オープン価格  NEW
※ナビレディパッケージ対応 ※パノラミックビューには対応しません。

TOYOTA ハリアー/
ハリアー ハイブリッド
専用ナビ ビッグX 
EX9NX-HA 9型  
意匠登録済   オープン価格
※専用カーアロマ（ボトルタイプ）付属
ハリアー（H25/12～H29/6）、ハリ
アー ハイブリッド（H26/1～H29/6）

TOYOTA ハリアー/
ハリアー ハイブリッド
専用ナビ ビッグX

（H29/6～R2/6）

X9NX-HA2 9型  
オープン価格
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2020年製アルパインカーナビ専用  車種専用3カメラセーフティーパッケージ   ボイスタッチ対応

マルチビュー・バックカメラ/マルチビュー・フロントカメラ/サイドビューカメラ
のパッケージです。

マルチビュー・
バックカメラ
PKG-SF25

サイドビュー
カメラ

HCE-CS1000

インターフェイスBOX
IFB-N200

マルチビュー・
フロントカメラ

HCE-C25HD-FD
＋ ＋ ＋

※車種ごとの取付けに必要な部品一式をセットにした製品です。
※対応年式および注意事項等についてはアルパインホームページをご覧ください。

サイドビューカメラ
HCE-CS1000 標準小売価格 ¥12,800（税別）

RCA入力（映像用/黄色）が
あれば接続可能！ 

（RCAケーブル：
HCE-C1000シリーズ付属）

RCA入力カーナビ対応  
バックビューカメラ RCA接続タイプ  
HCE-C1000（ブラック） 

HCE-C1000-W（パールホワイト）  
標準小売価格 ¥12,800（税別） 
※バックビューカメラ用ダイレクト接続ケーブル
を使用する場合は、別売のKWX-G002が必
要となります。

バックビューカメラ ※バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。

マルチビュー・フロントカメラ  ボイスタッチ対応  ※2018年製カーナビ以降のボイスタッチでは声でビュー切り替えが可能です。

サイドビューカメラ  ボイスタッチ対応 マルチビュー・サイドカメラ 

コーナーカメラ  ボイスタッチ対応

マルチビュー・バックカメラ  ボイスタッチ対応  ※2018年製カーナビ以降のボイスタッチでは声でビュー切り替えが可能です。

2020年製アルパインカーナビに複数台のカメラを接続する際は、マルチインターフェイスBOX（別売）が必要です。
リア・フロント・サイドのカメラを同時接続できるほか、ルームカメラ・コーナーカメラ・その他RCA接続対応カメラまで、最大6台のカメラ接続を可能にするユニットです。

2020年製アルパインカーナビ専用  
マルチビュー・フロントカメラ ダイレクト接続タイプ
HCE-C25HD-FD  
標準小売価格 ¥21,000（税別）
※取付けには製品付属のナンバーブラケットを使用します。

マルチビュー・フロントカメラ
HCE-C2500FD 標準小売価格 ¥23,200（税別）
※取付けには製品付属のナンバーブラケットを使用します。

マルチビュー・フロントカメラ（トヨタダイレクト接続対応）
HCE-C2500FD-Y 標準小売価格 ¥23,200（税別）
■対応車種はアルパインホームページでご確認ください。

RCA入力カーナビ対応セットもご用意！ 
（電源ユニット、カメラ用スイッチ、RCAケーブル（2m）付属セット）

RCA入力カーナビ対応  
マルチビュー・フロントカメラ 汎用接続用電源ボックスセット 
PKG-C2500F 標準小売価格 ¥28,000（税別）

※カメラガイド線表示はアルパインカーナビ
との接続時のみとなります。

RCA入力（映像用/黄色）があるカーナビへも接続可能！

幅寄せ時（前方） 幅寄せ時（後方） 狭い車庫へ入れる時
（接触防止）

コーナービュー
左右の様子をより詳し
く確認できます。

パノラマビュー 
ワイドな視野で、前方全体を見渡せます。

トップビュー
クルマの上方から見
下ろした映像を表示。

※純正ソナー連動はアルファード/ヴ
ェルファイア（30系）のみ対応します。

アルファード/ヴェルファイア専用
ソナー連動コーナーカメラパッケージ 
HCE-CC1000-AL ※対応車種：アルファード（H27/1～H29/12）

HCE-CC1000-VE ※対応車種：ヴェルファイア（H27/1～H29/12）
標準小売価格 ¥20,000（税別） 車種専用パーフェクトフィット付属
※HCE-CC1000AL/VEはエアログレードのみに対応となります。なお取
付けキットはアルファードとヴェルファイアでは形状が異なります。

※カメラガイド線表示、画面上の切り替えボタンはアルパインカーナビと
の接続時のみとなります。

2020年製アルパインカーナビ専用  
アルファード/ヴェルファイア専用マルチビュー・サイドカメラパッケージ 
HCE-CS20HD-AV   
標準小売価格 ¥32,800（税別） 車種専用パーフェクトフィット付属 

【対応車種】アルファード/ヴェルファイア（H27/1～R1/12）

2020年製アルパインカーナビ専用  
ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用
マルチビュー・サイドカメラパッケージ 
HCE-CS20HD-NVE   
標準小売価格 ¥32,800（税別） 
車種専用パーフェクトフィット付属 

【対応車種】ヴォクシー/ノア（H26/1～現在）、ヴォ
クシーハイブリッド/ノアハイブリッド（H26/2～現
在）、エスクァイア/エスクァイアハイブリッド（H26/10
～現在）

アルパインカーナビ専用  車種専用バックビューカメラパッケージ 

HCE-C1000D-□□（ブラック） HCE-C1000D-□□-W（パールホワイト） 
車種専用パーフェクトフィット・ダイレクト接続ケーブル付属 ※□□には車種専用製品記号が入ります。 

【対応車種】アルファード/ヴェルファイア/アルファード ハイブリッド/ヴェルファイア ハイブリッド（H27/1～
R1/12）、ヴォクシー/ノア（H26/1～現在）、ヴォクシー ハイブリッド/ノア ハイブリッド（H26/2～現在）、エ
スクァイア/エスクァイア ハイブリッド（H26/10～現在）、ハリアー（H29/6～R2/6）、ハリアー ハイブリッド

（H29/6～R2/6）、ランドクルーザー プラド（H21/9～現在）
➡上記車種専用モデル 標準小売価格 ¥18,100（税別）

【対応車種】アクア（H23/12～現在）、アクアG’s（H25/12～H29/6）、アクア X-URBAN（H25/12～
H29/6）、アクアCROSSOVER（H29/6～現在）、シエンタ/シエンタ ハイブリッド（H27/7～現在）、プリウス
50系（H27/12～現在）、セレナ（H28/8～現在）、ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ（H27/4～現在）
➡上記車種専用モデル 標準小売価格 ¥16,600（税別）

アルパインカーナビ専用  
バックビューカメラ ダイレクト接続タイプ
HCE-C1000D（ブラック） 

HCE-C1000D-W（パールホワイト） 
標準小売価格 ¥11,800（税別）
※別売の接続ケーブル（KWX-G001）または車種専
用ダイレクト接続ケーブルが必要となります。

コーナービュー 
左右及び後方の3映像を
同時に表示します。

トップビュー
クルマの上方から見下ろし
た映像を表示。

パノラマビュー
ワイドな視野で、後方全体
を見渡せます。

バックビュー
車両後方を歪みの少ない
映像で表示します。

2020年製アルパインカーナビ専用  車種専用マルチビュー・バックカメラパッケージ  

HCE-C20HD-RD-□□（ブラック）  HCE-C20HD-RD-□□-W（パールホワイト） 
車種専用パーフェクトフィット・ダイレクト接続ケーブル付属 ※□□には車種専用製品記号が入ります。 

【対応車種】アルファード/ヴェルファイア/アルファード ハイブリッド/ヴェルファイア ハイブリッド（H27/1～R1/12）、ヴォクシー/ノア（H26/1～現在）、ヴォクシー ハイブリッド/ノア ハ
イブリッド（H26/2～現在）、エスクァイア/エスクァイア ハイブリッド（H26/10～現在）、ハリアー（H29/6～R2/6）、ハリアー ハイブリッド（H29/6～R2/6）
➡上記車種専用モデル 標準小売価格 ¥27,300（税別）

【対応車種】ランドクルーザー プラド（H21/9～現在） ➡左記車種専用モデル 標準小売価格 ¥25,800（税別）

マルチビュー・バックカメラ ダイレクト接続タイプ 
HCE-C2000RD（ブラック）  

HCE-C2000RD-W（パールホワイト）

標準小売価格 ¥23,200（税別）
※別売の接続ケーブル（KWX-G001）または車種専用ダイレクト
接続ケーブルが必要となります。

2020年製アルパインカーナビ専用  
マルチビュー・バックカメラ ダイレクト接続タイプ  
HCE-C20HD-RD（ブラック）  HCE-C20HD-RD-W（パールホワイト） 
標準小売価格 ¥21,000（税別） 
※別売りのダイレクト接続ケーブル（KWX-G001）または車種専用ダイレクト接続ケーブルが必要となります。
※汎用タイプの装着には別売りの取付けキットが必要となります。

※詳細な対応車種と年式についてはアルパインホームページをご覧ください。

※取付け/接続に関する注意事項等はアルパインホームページをご覧ください。 

11型WVGAスリムリアビジョン 
PKG-M1100 オープン価格

9型WVGAスリムリアビジョン 
PKG-M910 オープン価格

8型WVGA リアビジョン 
PKG-M800SC オープン価格

8.0型 WVGA

ヘッドレスト取付け型リアビジョン天井取付け型リアビジョン
※天井取付け型リアビジョンの装着には別売の車種専用
パーフェクトフィット（取付けキット）が必要です。詳細はアル
パインホームページをご覧ください。

アーム取付け型リアビジョン

本体色:グレー

9型WSVGA ヘッドレスト・リアビジョン  
SSA9S オープン価格 

本体色:ブラック 本体色:ブラック

本体色:ブラック 本体色:ブラック

本体色:ブラック 本体色:ブラック

9型WSVGA ヘッドレスト・リアビジョン
（2台パック）  
SSA9ST オープン価格 

HCE-C1000D-□□-W

HCE-C1000D-□□

11型WVGAスリムリアビジョン  
PKG-SB1100 オープン価格 

11.0型 WVGA

9型WVGAスリムリアビジョン  
PKG-SB910 オープン価格 

9.0型 WVGA

11.0型 WVGA 9.0型 WVGA

アルファード/ヴェルファイア専用
マルチビュー・サイドカメラパッケージ 
HCE-CS2000-AV 
標準小売価格 ¥35,000（税別） 
車種専用パーフェクトフィット付属 

【対応車種】アルファード/ヴェルファイア（H27/1～R1/12）

マルチインターフェイスBOX  
IFB-N200  標準小売価格 ¥10,800（税別）

アルファード専用
3カメラセーフティーパッケージ

（フロントグリル取付けタイプ）
PKG-SF25-AL（ブラック） 

PKG-SF25-AL-W（パールホワイト） 
標準小売価格 ¥89,000（税別）

【対応車種】アルファード/アルファード ハイブ
リッド（H30/1～R1/12）

ヴェルファイア専用
3カメラセーフティーパッケージ

（フロントグリル取付けタイプ）
PKG-SF25-VE（ブラック） 

PKG-SF25-VE-W（パールホワイト） 
標準小売価格 ¥89,000（税別）

【対応車種】ヴェルファイア/ヴェルファイア ハイ
ブリッド（H30/1～R1/12）

アルファード/ヴェルファイア専用
3カメラセーフティーパッケージ

（ナンバープレート取付けタイプ）
PKG-SF25N-AV（ブラック） 

PKG-SF25N-AV-W（パールホワイト） 
標準小売価格 ¥82,000（税別）

【対応車種】アルファード/ヴェルファイア（H30/1
～R1/12）

ヴォクシー専用3カメラセーフティーパッケージ
（フロントグリル取付けタイプ）
PKG-SF25G2-VO（ブラック） 

PKG-SF25G2-VO-W（パールホワイト） 
標準小売価格 ¥89,000（税別）

【対応車種】ヴォクシー（H29/7～現在）
※サイドカメラはマルチビュー・サイドカメラ（HCE-
CS20HD-NVE）となります。

ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用
3カメラセーフティーパッケージ（ナンバープレート取付けタイプ）
PKG-SF25N2-NVE（ブラック） 

PKG-SF25N2-NVE-W（パールホワイト） 
標準小売価格 ¥82,000（税別）

【対応車種】ヴォクシー/ノア（H26/1～現在）、ヴォクシーハイブリッド/ノアハイブ
リッド（H26/2～現在）、エスクァイア/エスクァイアハイブリッド（H26/10～現在）
※サイドカメラはマルチビュー・サイドカメラ（HCE-CS20HD-NVE）となります。

ハリアー専用
3カメラセーフティーパッケージ

（フロントグリル取付けタイプ）
PKG-SF25-HA（ブラック） 

PKG-SF25-HA-W（パールホワイト） 
標準小売価格 ¥89,000（税別）

【対応車種】ハリアー/ハリアー ハイブリッド/ハリ
アー ターボ（H29/6～R2/6）

ハイエース/レジアスエース専用
3カメラセーフティーパッケージ

（ナンバープレート取付けタイプ）
PKG-SF25N-HI（ブラック） 

PKG-SF25N-HI-W（パールホワイト） 
標準小売価格 ¥82,000（税別）

【対応車種】ハイエース/レジアスエース（H25/12
～R2/4）

9.0型
9.0型

アナログ接続対応リアビジョン ※アナログ接続は2019年製以前のアルパインカーナビに対応します。

 ボイスタッチ対応

※HCE-CS20HD-AVのみ、ボイスタッチでアングル切り替えが可能です。

2020年製アルパインカーナビ専用  車種専用マルチビュー・フロントカメラパッケージ

PKG-C25HD-FD2-□□ ※□□には車種専用製品記号が入ります。 
標準小売価格 ¥27,800（税別）

【対応車種】アルファード/ヴェルファイア/アルファード ハイブリッド/ヴェルファイア ハイブリッド（H30/1～R1/12）、ヴォクシー（H29/7～現
在）、ヴォクシー ハイブリッド（H29/7～現在）、ハリアー（H29/6～R2/6）、ハリアー ハイブリッド（H29/6～R2/6）、ランドクルーザー プラド

（H29/9～現在）

9型WVGA リアビジョン 特許取得済  
RVA9S-L-B  
オープン価格

9.0型 WVGA RVA9S-L-B
本体色:ブラック

カーナビ連携も、LCD搭載も、スマホ連携も。
選べる、２カメラドライブレコーダー。

カーナビ連携で快適な操作と
安心のドライブをサポート。

2020年製アルパインカーナビ専用  
アルパインカーナビ連携・
2カメラドライブレコーダー 
DVR-C320R （リア+フロント） 
標準小売価格 ￥39,800（税別） NEW

■フルHD高画質（フロント/リア）
■後方車両検知
■前方発進/接近検知・車線逸脱検知
■駐車監視録画対応
■スマホ連携機能
■32GB micro SD付属
※スマホ対応の専用ビューアーにより、録画をお手持ちのス
マートフォンで確認できます。

万一の際はナビ画面でも映像確認。
タッチパネルLCD搭載モデル。

2020年製アルパインカーナビ専用  
アルパインカーナビ連携・
2カメラドライブレコーダー

（LCDディスプレイ付き） 
DVR-C370R （リア+フロント） 
標準小売価格 
￥39,800（税別） NEW

■フルHD高画質（フロント/リア）
■LCDディスプレイ搭載
■前方発進/接近検知・車線逸脱検知
■駐車監視録画対応
■32GB micro SD付属

記録映像をスマホ画面で確認。
高機能ベーシックモデル。
2カメラドライブレコーダー 
DVR-C310R （リア+フロント） 
標準小売価格 
￥32,800（税別） NEW
※アルパインカーナビとの連携には対応しません。

■フルHD高画質（フロント）
■駐車監視録画対応
■スマホ連携機能
■32GB micro SD付属
※スマホ対応の専用ビューアーにより、録画をお手
持ちのスマートフォンで確認できます。

※2020年製のアルパインカーナビとの接続には別売のKCE-250iVが必要です。

※後方車両検知は、車両後方で一定距離/一定時間の接近を検知した場合、「後方注意」と判断して画面表示と録画を行います。
※ナビ連携機能は、2020年製アルパインカーナビゲーション（NXシリーズ）以降のモデルで対応します。NXシリーズは出荷時期により、プログラムのアップ
デートが必要となる場合があります。詳しくはホームページまたはアルパイン インフォメーションセンターにお問い合わせください。
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Option/Accessary ［オプション・アクセサリー］

■純正スイッチパネルにビルトイン接続
接続に必要な製品 対応機器 対応規格

※TypeC HDMI（ミニHDMI）
の場合はKCU-610HCが別途
必要です。
HDMI Type C変換アダプタ
KCU-610HC
標準小売価格
¥1,000（税別）

※スマートフォン（携帯電話）の
適合についてはこちらからご
確認ください。

iPhone/
iPodとの
HDMI接続

iPod/iPhone接続HDMIケーブル
KCU-G60i 
標準小売価格 ￥2,500（税別）

iPod/iPhone用
Lightningケーブル（1m）
KCU-471i2 
標準小売価格 ￥3,500（税別）

TypeA HDMI

アップル純正
ライトニング
コネクタ

USBiPhone/iPod

MHL接続

Android接続MHLケーブル
KCU-G60MH 
標準小売価格 ￥7,000（税別）
※GALAXY対応用
変換コネクタ付属

micro
USB

MHL変換アダプタ

micro USB
5ピン –11ピン変換アダプタ

micro
USB

USB

HDMI
［A］

HDMI
［A］

TypeA HDMI

MHL

USB/
マイクロUSBMHL出力付

スマートフォン

ビデオカメラ
などとの
HDMI接続

HDMIケーブル
KCU-G60HD 
標準小売価格 ￥4,500（税別）

micro
USB

USB

HDMI
［A］

HDMI
［D］

HDMI
［A］

HDMI
［A］

TypeA HDMI
TypeD HDMI

（マイクロHDMI）

USB/
マイクロUSB

HDMI出力
対応機器

＊HDMI接続には対応する機器と別売ケーブルが必要となります。HDCP規格に対応しているHDMI/MHL機器の映像をリアビジョンで楽しむ場合は、HDMIリアビジョンリンク対応のリアビジョンが必要です。 ■HDMIについて●HDMIとHDMI High-Definition 
Multimedia Interfaceという用語およびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの米国その他国々における商標または登録商標です。 ■iPod/iPhoneについて●iPodは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●「Made for iPod」および

「Made for iPhone」とは、iPodもしくはiPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。●アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の
責任を負いません。●本アクセサリをiPodまたはiPhoneと使用することにより、無線の性能に影響を及ぼすおそれがありますのでご注意ください。 ■ウォークマン®について●“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。 

■カーナビにダイレクト接続
接続に必要な製品 対応機器 対応規格

※TypeC HDMI（ミニHDMI）
の場合はKCU-610HCが別途
必要です。
HDMI Type C変換アダプタ
KCU-610HC
標準小売価格
¥1,000（税別）

※スマートフォン（携帯電話）の
適合についてはこちらからご
確認ください。

iPhone/
iPodとの
HDMI接続

2020年製
アルパイン
カーナビ

2020年製アルパインカーナビ専用   
HDMI Type E to Aケーブル（1.5m） 
KCU-620HE  標準小売価格 ￥4,000（税別）

iPod/iPhone接続HDMIケーブル
KCU-G60i  
標準小売価格 ￥2,500（税別）

Lightning
ケーブル 
（別売）

Lightning-
Digital 

AVアダプタ 
（アップル製） iPhone/iPod

TypeA HDMI

アップル純正
ライトニング
コネクタ

USB2019年以前の
アルパインカーナビ

HDMIケーブル（HDMI・USB・Micro USB変換・Type D変換：4本セット）
KCU-610HD 標準小売価格 ￥4,000（税別）

MHL接続

2020年製
アルパイン
カーナビ

2020年製アルパインカーナビ専用   HDMI Type E to Aケーブル（1.5m）

KCU-620HE  標準小売価格 ￥4,000（税別）

Android接続MHLケーブル
KCU-G60MH 
標準小売価格 ￥7,000（税別）
※GALAXY対応用変換コネクタ付属

MHL出力付
スマートフォン

TypeA HDMI

MHL

USB/
マイクロUSB2019年以前の

アルパインカーナビ MHLケーブル（HDMI・USB・Micro USB変換・MHL変換：4本セット） KCU-610MH 標準小売価格 ￥6,000（税別）

ビデオカメラ
などとの
HDMI接続

2020年製
アルパイン
カーナビ

2020年製アルパインカーナビ専用   HDMI Type E to Aケーブル（1.5m）

KCU-620HE  標準小売価格 ￥4,000（税別）

HDMIケーブル
KCU-G60HD 
標準小売価格 ￥4,500（税別）

HDMI出力
対応機器

TypeA HDMI
TypeD HDMI

（マイクロHDMI）
USB/
マイクロUSB2019年以前の

アルパインカーナビ HDMIケーブル（HDMI・USB・Micro USB変換・Type D変換：4本セット） KCU-610HD 標準小売価格 ￥4,000（税別）

※HDMI接続してiPod/iPhoneの画像を映すには
アップル純正デジタルAVアダプタが必要です。

Lightning-
Digital 
AVアダプタ

HDMI
［A］

HDMI
［A］

LightningUSB

リアビジョン用
RCA映像出力コネクター
KCE-190V 
標準小売価格 ￥800（税別）
※2019年製以前のアルパインカー
ナビに 対
応します。

HDMI
リアビジョンリンクケーブル
KCU-610RV 
標準小売価格 ￥4,500（税別）
※2019年製
以前のアルパ
インカーナビに
対応します。

カーナビでiPhone/iPod/Androidなどの動画を楽しむ ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。

アルパインカーナビとのHDMI接続で、スマホやビデオカメラの動画もカーナビ画面で楽しめます。

交通情報をリアルタイムにお知らせ。ETC2.0関連機器 ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。※別売のパーフェクトフィットで美しく取付けられます。

光ビーコンレシーバー付
ETC2.0車載器 
HCE-B120V 
標準小売価格 ￥45,000（税別）
※ビルトイン取付け対応
※新セキュリティ規格対応

光ビーコンレシーバー付ETC2.0車載器 
HCE-B110V
標準小売価格 ￥45,000（税別）
※ビルトイン取付け対応
※新セキュリティ規格対応
＊HCE-T062との同時接続はできません。
※2016年～2019年製アルパインカーナビに対応します。

ETC2.0車載器 
HCE-B120  
標準小売価格 ￥36,000（税別）
※ビルトイン取付け対応
※新セキュリティ規格対応

ETC2.0車載器  
HCE-B110 
オープン価格
※ビルトイン取付け対応
※新セキュリティ規格対応
※2016年～2019年製アルパ
インカーナビに対応します。

ETC車載器 
HCE-B063  
標準小売価格 ￥22,000（税別）
※ビルトイン取付け対応
※新セキュリティ規格対応

ETC車載器  

HCE-B053 
標準小売価格 ￥22,000（税別）
※ビルトイン取付け対応
※2016年～2019年製アルパインカーナビ
に対応します。（X05/X066を除く）

 X9NX/X8NX/X9Z/X9ZA/X9VA/X9V/X8Z/X8V/7WZ/7WV/X9S/X9/X8/7W/X800/700W対応電源コード 
KCE-X088 標準小売価格 ￥2,000（税別）

指紋を残さず、高画質もキープ。カーナビ用指紋防止ARフィルム

車種専用パーフェクトフィットを使わずビッグX（単体モデル）を装着

品番 対応モデル 標準小売価格（税別/取付費別）

KAE-XF11NX-AR XF11NXシリーズ ￥3,000

KAE-EX11Z-AR EX11NX/EX11Zシリーズ ￥3,000

KAE-EX10Z-AR EX10NX/EX10Zシリーズ ￥2,800

KAE-EX9Z-AR EX9NX/EX9Zシリーズ ￥2,800

KAE-X9Z-AR X9NX/X9Zシリーズ ￥2,600

KAE-X8Z-AR X8NX/X8Z ￥2,400

KAE-7WZ-AR 7WNX/7DNX/7WZ ￥2,200

KAE-XF11Z-AR XF11Zシリーズ ￥3,000

カーナビでiPhone/iPodの音楽を楽しむ 
ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。

2020年製アルパインカーナビ専用アクセサリー

iPod/iPhoneで音楽再生のみ楽しむ場合
は、ご利用のiPod/iPhoneの種類に応じ
て、KCU-470i（別売）またはKCU-460iV

（別売）が必要です。対応機種については
アルパインホームページでご確認ください。

（一部の機種には対応しておりません）

iPod/iPhone用
Lightningケーブル (1m)
KCU-471i2  
標準小売価格 ￥3,500（税別）

2020年製アルパインカーナビ専用   2020年製アルパインカーナビ専用プリアウトケーブル

KCE-200EX 標準小売価格 ￥1,500（税別）  
2020年製アルパインカーナビ専用   2020年製アルパインカーナビ専用地デジ/GPS用アンテナ（4ｍ）

KAE-700DT 標準小売価格 ￥7,800（税別）  

リアビジョンをカーナビに接続する ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。

リアビジョンとアルパインカーナビの接続には、それぞれのモデルに対応するケーブルが必要です。詳しくはアルパインホームページをご確認ください。

リアビジョンの長時間視聴対策に。ブルーライトカットフィルム

ビデオ入力ケーブル

モデル名 仕様/サイズ（mm） 標準小売価格（税別）

KAE-R1200BF 12.8型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/284.0×160.1 ¥2,300

KAE-R1100BF※1 11.4型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/248.3×146.3 ¥2,100

KAE-R1000BF 10.1型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/223.2×125.8 ¥2,000

KAE-R900BF ※2 9型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/197.0×111.1 ¥1,800

KAE-R800BF 8型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/177.0×100.5 ¥1,700

KAE-R700BF 7型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/153.4×86.4 ¥1,500
※1 PXH11X-R-Bには対応しておりません。 ※2 PXH9S-R-Bには対応しておりません。

AUX変換/ビデオ入力ケーブル
（0.3m）
KCE-250iV 
標準小売価格 ￥1,500（税別）

リアビジョンリンク映像3分配ユニット
HCE-V03RL
標準小売価格 ￥5,700（税別）
※HDMIリアビジョンリンク、KCE-190Vには対
応していません。

HDMIリアビジョンリンクケーブル アナログリアビジョン
向けケーブル

純正カーナビ専用
HDMI変換ケーブル

コンポジット（RCA端子）
接続用ケーブル

リアビジョンリンク
専用リモコン

リア専用マルチリモコン
（自光式） 意匠登録済

RUE-RST01
標準小売価格 
￥6,500（税別）

リアビジョンリンクリモコン
RUE-RST02
標準小売価格 
￥2,000（税別）

2020年製
アルパインカーナビ専用   

HDMI
リアビジョンリンクケーブル
KCU-620RV   
標準小売価格 
￥6,500（税別）

トヨタ用純正
ステアリングリモートコントロールキット

（80系 ヴォクシー/エスクァイア/ノア用）
KTX-Y401R 
標準小売価格 ￥7,500（税別）

マルチインターフェイスBOX  
IFB-N100 
標準小売価格 

￥10,800（税別）
※2015年～2019年製アルパインカー
ナビに対応します。7W、7D（2015年モ
デル）には対応しません。

バックビューカメラ
コネクター変換ケーブル
KWX-G002 
標準小売価格 

￥880（税別）
※HCE-C1000/HCE-C1000-W

（RCA接続タイプ）をダイレクト
接続ケーブルを使用して接続
する際の変換ケーブルです。

2020年製
アルパインカーナビ専用   

バックビューカメラ
コネクター変換ケーブル
KWX-G003 
標準小売価格 

￥880（税別）

トヨタ用
ステアリングリモコン
ケーブル 5P-20P
KTX-Y501R 
標準小売価格 
￥1,000（税別）

トヨタ用純正
ステアリングリモートコントロールキット

（30系 アルファード/30系 ヴェルファイア/ハリアー用）
KTX-Y402R 標準小売価格 ￥9,000（税別）

トヨタ用
ステアリングリモコンケーブル 
5P-28P （アクア/ラクティス用）
KTX-Y502R 
標準小売価格 
￥1,000（税別）

ホンダ・スズキ用
ステアリングリモコン
ケーブル
KTX-G501R 
標準小売価格 
￥1,000（税別）

バックカメラ
接続ユニット
KWX-Y200NR 
標準小売価格 

￥2,800（税別）
※2013年製以前のアル
パインカーナビ接続用。

2020年製
アルパインカーナビ専用   

マルチインターフェイスBOX 
IFB-N200  
標準小売価格 ￥10,800（税別）
2020年製アルパインカーナビに2つ以上のカメラ
を接続する際に必要となるユニットです。

複数のドライブセンサーを快適に使う ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。

メーカー純正カメラをアルパインカーナビと接続する 

※詳細な対応車種と年式についてはアルパインホームページをご覧ください。

複数のモニターで
リアビジョンリンクの映像を楽しむ

アナログリアビジョン向け
外部入力追加ケーブル 
KCE-AUX01RV 
標準小売価格 

￥2,000（税別）

HDMI Type E to A
変換ケーブル 
KCU-610HE 
標準小売価格 

￥3,000（税別）

■2020年度 最新地図データ更新
対象製品 対象品番 標準小売価格（税別） 更新メディア 更新方法 収録データ 高速道配信

【メモリーカーナビ】EX10/EX9/EX8/X9/X8/X9Sシリーズ/
EX11V/EX10V/EX9V/EX8V/X9V/X8V/7WV/7DV HCE-E104A NEW ¥21,000 DVD 認証キーシステム ※アルパインお客様登録が必要になります。 2019年12月 2020年度 高速道配信無料

【SDカーナビ】7W/7D/EX1000/EX900/EX800/X900/X800/700W/700D/
EX009V/EX008V/X008V/007WV/VIE-X007WII/VIE-X007II/
VIE-X009/VIE-X008EX/VIE-X008/VIE-X007W/VIE-X007シリーズ

HCE-S207A NEW ¥21,000 SDメモリーカード SDメモリーカード入替 2019年12月 2020年度 高速道配信無料

【HDDカーナビ】X088/X08シリーズ HCE-V608A 〈最終版〉  ¥18,000 DVD 認証キーシステム ※アルパインお客様登録が必要になります。 2017年12月 2018年度 高速道配信無料

●地図年度確認方法（X088/X08シリーズ） ナビ本体操作手順　①メニューボタン→②情報→③その他→④バージョン情報

※【HDDカーナビ】X088/X08シリーズ用の地図データ更新ディスクはHCE-V608Aを最終とさせていただきます。

【SDカーナビ】X066/X05シリーズ HCE-S105 〈最終版〉 ¥25,000 SDメモリーカード SDメモリーカード入替 2015年11月 ―

※【SDカーナビ】X066/X05シリーズ用の地図データ更新ディスクはHCE-S105を最終とさせていただきます。

■2014年度 地図データ更新
【HDDカーナビ】X077/X075/X07シリーズ
（2013/12/11/10年度データのナビをお持ちのお客様用） HCE-V507A 〈最終版〉 ¥18,000 DVD 認証キーシステム ※アルパインお客様登録が必要になります。 2014年4月 ―

【HDDカーナビ】X075/X07シリーズ
（2009/08/07/06年度データのナビをお持ちのお客様用） HCE-V507B 〈最終版〉 ¥18,000 DVD 認証キーシステム ※アルパインお客様登録が必要になります。 2014年4月 ―

●地図年度確認方法（X077シリーズ）
●地図年度確認方法（X075/X07シリーズ）

ナビ本体操作手順　①メニューボタン→②設定→③ナビゲーション→④ナビ情報→⑤バージョン情報
ナビ本体操作手順　①メニュー/PWRボタン→②ナビメニュー→③設定を変える→④ナビ情報→⑤バージョン情報

※【HDDカーナビ】X077/X075/X07シリーズ用の地図データ更新ディスクはHCE-V557A/V507A/V507Bを最終とさせていただきます。

トヨタ ナビレディパッケージ付車用
純正バックカメラ接続ケーブル  
KWX-Y300NR  
標準小売価格 ￥1,500（税別）
※純正カメラを利用して装着します。 
※2014年～2020年製アルパインカー
ナビ接続用。

ホンダ ナビ装着用 
スペシャルパッケージ付車用
リアワイドカメラ変換ユニット

（オデッセイ/N-BOX/フィット用）  
HCE-C03VC 
標準小売価格 ￥6,000（税別）
※純正カメラを利用して装着します。

ホンダ ナビ装着用 
スペシャルパッケージ（リアカメラ）付車用
リアカメラ接続ケーブル  
KWX-H001ST 
標準小売価格 ￥3,000（税別）
※純正カメラを利用して装着します。 ※2014
年～2020年製アルパインカーナビ接続用。

カーナビでウォークマンの動画・音楽を楽しむ
2019年製以前のアルパインカーナビに対応します。ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。

ウォークマン®接続ケーブル 
KCU-511WM
標準小売価格 ￥5,000（税別）
※USBメモリ接続可能

※NW-Z1050/Z1060/Z1070はHDMI出力対応の
ため、別売のHDMI接続ケーブル「KCU-610HD」

（標準小売価格 ￥4,000/税別・取付け費別）を使
用して接続します。※ウォークマン®の対応機種に
ついてはアルパインホームページでご確認ください。

（一部の機種は動画再生に対応しておりません）

2020年製アルパインカーナビ専用

パノラミックビューモニター
映像分配ユニット

HCE-V02AR-TR-PM   
【対応車種】タンク/ルーミー（H28/11～R2/9）
標準小売価格 ￥10,000（税別）

トヨタ車用ビルトイン
USB/HDMI接続ユニット（1.75mケーブル）

2020年製アルパインカーナビ専用   

KCU-Y620HU  
標準小売価格 ￥8,500（税別）

2020年製アルパインカーナビ専用   

KCU-Y630HU  
標準小売価格 ￥8,500（税別）

KCU-Y62HU 標準小売価格 ￥8,500（税別）

KCU-Y63HU 標準小売価格 ￥8,500（税別）
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カーナビ関連オプション/アクセサリー リアビジョン関連オプション/アクセサリー

ドライブセンサー関連オプション/アクセサリードライブセンサー関連オプション/アクセサリー

その他のアクセサリー

ステアリングリモコンでカーナビのオーディオを操作 ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。


