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大画面、高画質。
美しく装着できる、車種専用カーナビ





Car Navigation

カ ー ア ロ マ

アルファード専用
カーナビゲーション 11型 ビッグX 11
EX11Z-AL 
※専用ビルトインカーアロマ付属

アルファードのお客様のために
11型の大画面、
高画質WXGA液晶搭載。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。

2017
NEW

2017.06



【アルファード専用加飾モデル】
プラズマクラスター技術搭載 12.8型ARコーティング WXGA液晶リアビジョン
PXH12X-R-AV オープン価格

※取付けには別売のキットが必要です。詳細は適合ガイドブックをご覧ください。

30系アルファード専用
セパレート3WAYスピーカー
X3-710S-AV
標準小売価格 ¥85,000（税別）
※詳細はスピーカーカタログをご覧ください。

アルファード専用マルチビュー・バックカメラパッケージ
HCE-C2000RD-AV-W
標準小売価格 ¥29,500（税別）

アルファード専用カーナビゲーション 11型 ビッグX 11
EX11Z-AL  オープン価格

※専用ビルトインカーアロマ付属

あなたのアルファードが変わる！

洗練の室内に、五感を満たす豊かさを。

11型の大画面、
高画質WXGA液晶搭載。

バック操作時に4方向から
後方を確認できる。

後席を家族のエンターテイメント空間に。

音もデザインも、洗練された美しさ。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。

2017
NEW

2017
NEW

カ ー ア ロ マ

2017.06



Car Navigation

カ ー ア ロ マ

ヴェルファイア専用
カーナビゲーション 11型 ビッグX 11
EX11Z-VE 
※専用ビルトインカーアロマ付属

ヴェルファイアのお客様のために
11型の大画面、
高画質WXGA液晶搭載。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。

2017
NEW

2017.06



【ヴェルファイア専用加飾モデル】
プラズマクラスター技術搭載 12.8型ARコーティング WXGA液晶リアビジョン
PXH12X-R-AV オープン価格

※取付けには別売のキットが必要です。詳細は適合ガイドブックをご覧ください。

30系ヴェルファイア専用
セパレート3WAYスピーカー
X3-710S-AV
標準小売価格 ¥85,000（税別）
※詳細はスピーカーカタログをご覧ください。

ヴェルファイア専用マルチビュー・バックカメラパッケージ
HCE-C2000RD-AV-W
標準小売価格 ¥29,500（税別）

ヴェルファイア専用カーナビゲーション 11型 ビッグX 11
EX11Z-VE オープン価格 

※専用ビルトインカーアロマ付属

あなたのヴェルファイアが変わる！

大空間の快適さを、さらに際立たせる。

11型の大画面、
高画質WXGA液晶搭載。

バック操作時に4方向から
後方を確認できる。

後席を家族のエンターテイメント空間に。

音もデザインも、洗練された美しさ。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。

2017
NEW

2017
NEW

カ ー ア ロ マ

2017.06



Car Navigation

ヴォクシー専用
カーナビゲーション 11型 ビッグX 11
EX11Z-VO 

ヴォクシーのお客様のために
11型の大画面、
高画質WXGA液晶搭載。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。

2017
NEW

2017.06



あなたのヴォクシーが変わる！

美しさも、安心も、さらなる上質感へ。

プラズマクラスター技術搭載 
12.8型ARコーティングWXGA液晶リアビジョン
PXH12X-R-B オープン価格

※取付けには別売のキットが必要です。詳細は適合ガイドブックをご覧ください。

ヴォクシー専用
セパレート3WAYスピーカー
X3-180S-NVE
標準小売価格 ¥85,000（税別）
※詳細はスピーカーカタログをご覧ください。

ヴォクシー専用マルチビュー・バックカメラパッケージ
HCE-C2000RD-NVE-W
標準小売価格 ¥29,500（税別）

ヴォクシー専用カーナビゲーション 11型 ビッグX 11
EX11Z-VO オープン価格

11型の大画面、
高画質WXGA液晶搭載。

バック操作時に4方向から
後方を確認できる。

後席を家族のエンターテイメント空間に。

音もデザインも、洗練された美しさ。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。

2017
NEW

2017
NEW

2017.06



Car Navigation

ハリアー専用カーナビゲーション 
9型 ビッグXプレミアム
EX9Z-HA （H25/12〜H29/6）
※専用カーアロマ付属（ボトルタイプ）

ハリアーのお客様のために

9型の高画質WXGA液晶を美しく装着。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。

2017
NEW

カ ー ア ロ マ

2017.06



プラズマクラスター技術搭載 
9型ARコーティングWXGA液晶リアビジョン
PXH9S-R-B オープン価格

※対応年式：H25/12〜H29/6（MC後については調査中です）
※取付けには別売のキットが必要です。詳細は適合ガイドブックをご覧ください。

ハリアー専用
セパレート3WAYスピーカー
X3-180S-HA
標準小売価格 ¥85,000（税別）
※対応年式：H25/12〜H29/6（MC後については調査中です）
※詳細はスピーカーカタログをご覧ください。

ハリアー専用マルチビュー・バックカメラパッケージ
HCE-C2000RD-HA-W
標準小売価格 ¥29,500（税別）

ハリアー専用カーナビゲーション 9型 ビッグXプレミアム
EX9Z-HA （H25/12〜H29/6）

オープン価格
※専用カーアロマ付属（ボトルタイプ）

あなたのハリアーが変わる！

より心地よく、よりスタイリッシュに。

9型の高画質WXGA液晶を美しく装着。

バック操作時に4方向から
後方を確認できる。

後席もエンターテイメント空間に。

音もデザインも、洗練された美しさ。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。

2017
NEW

2017
NEW

カ ー ア ロ マ

2017.06



Car Navigation

C-HR専用カーナビゲーション 
9型 ビッグXプレミアム
X9Z-CHR

C-HRのお客様のために

9型の高画質WXGA液晶を美しく装着。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。

2017
NEW

2017.06



プラズマクラスター技術搭載 
9型ARコーティングWXGA液晶リアビジョン
PXH9S-R-B オープン価格

※取付けには別売のキットが必要です。詳細は適合ガイドブックをご覧ください。

C-HR専用
セパレート3WAYスピーカー
X2-25TW-CHR
標準小売価格 ¥45,000（税別）
※詳細はスピーカーカタログをご覧ください。

C-HR専用マルチビュー・バックカメラパッケージ
HCE-C2000D-CHR-W
標準小売価格 ¥28,000（税別）

C-HR専用カーナビゲーション 9型 ビッグXプレミアム
X9Z-CHR オープン価格

あなたのC-HRが変わる！

快適と安心をトータルコーディネート。

9型の高画質WXGA液晶を美しく装着。

バック操作時に4方向から
後方を確認できる。

後席もエンターテイメント空間に。

音もデザインも、洗練された美しさ。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。

2017
NEW

2017
NEW

2017.06



車種専用カーナビ・ラインアップ





11型  
※EX11Z-□□シリーズは車両完全一体設計のカーナビ本体と車種ごとの取付けに必要な部品一式をセットにした受注生産モデルです。

10型/9型  
※EX10Z-□□シリーズ、EX9Z-□□シリーズ、X9Z-□□シリーズ、X9ZA-□□シリーズはカーナビ本体と車種ごとの取付けに必要な部品一式をセットにした受注生産モデルです。

Car Navigation ［車種専用カーナビゲーション／ラインアップ］

TOYOTA アルファード/アルファード ハイブリッド専用ナビ 
ビッグX 11 ［11型］ ※専用ビルトインカーアロマ付属 （H27/1〜現在）

EX11Z-AL 意匠登録済   オープン価格

カーモーションイルミ装備 ビッグX 11［11型］ 

EX11Z-AL-LED  オープン価格

TOYOTA ヴェルファイア/ヴェルファイア ハイブリッド専用ナビ  
ビッグX 11 ［11型］ ※専用ビルトインカーアロマ付属 （H27/1〜現在）

EX11Z-VE 意匠登録済   オープン価格

カーモーションイルミ装備 ビッグX 11［11型］ 

EX11Z-VE-LED  オープン価格

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プレミアム ［10型］（H27/4〜現在）

EX10Z-ST2  意匠登録済   オープン価格

TOYOTA 
20系アルファード/
ヴェルファイア専用ナビ 
ビッグXプレミアム ［10型］

（H20/5〜H27/1）
EX10Z-AV20  
オープン価格

TOYOTA 20系アルファード ハイブリッド/ヴェルファイア ハイブリッド
専用ナビ ビッグXプレミアム ［10型］（H23/11〜H27/1）

EX10Z-AVH20  オープン価格

TOYOTA 20系アルファード Type Gold/ヴェルファイア Golden Eyes
専用ナビ ビッグXプレミアム ［10型］（H24/9〜H27/1）

EX10Z-AV20-GO  オープン価格

TOYOTA 20系アルファード/ヴェルファイア専用ビッグXリフォームモデル
PKG-R-EX10Z-AV20  オープン価格

PKG-R-EX10Z-AV20-W  オープン価格

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。

画像はEX11Z-VE-LED

2017
ALL
NEW

※新製品のカーナビゲーションは
8月より順次発売予定です。

TOYOTA ハリアー/ハリアー ハイブリッド
専用ナビ  ビッグXプレミアム［9型］ 
※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）
EX9Z-HA ［9型］  意匠登録済   オープン価格

TOYOTA ヴォクシー/ヴォクシー ハイブリッド専用ナビ
ビッグX 11 ［11型］
ヴォクシー（H26/1〜現在）、ヴォクシー ハイブリッド（H26/2〜現在）

EX11Z-VO 意匠登録済   オープン価格

TOYOTA ノア/ノア ハイブリッド専用ナビ 
ビッグX 11 ［11型］
ノア（H26/1〜現在）、ノア ハイブリッド（H26/2〜現在）

EX11Z-NO 意匠登録済   オープン価格

TOYOTA エスクァイア/エスクァイア ハイブリッド
専用ナビ ビッグX 11 ［11型］ 
エスクァイア（H26/10〜現在）、エスクァイア ハイブリッド

（H26/10〜現在）

EX11Z-EQ 
意匠登録済   オープン価格

TOYOTA プリウス専用ナビ ビッグXプレミアム ［9型］
（H27/12〜現在）
X9Z-PR  オープン価格

TOYOTA プリウス30系/プリウスPHV専用ナビ ビッグXプレミアム ［9型］
プリウス（H23/12〜H27/12）、プリウスPHV（H24/1〜H25/9）
EX9Z-PR30  オープン価格

TOYOTA プリウス30系G's専用ナビ ビッグXプレミアム ［9型］
（H23/12〜H27/12）
EX9Z-PR30-PB オープン価格

TOYOTA プリウスα専用ナビ 
ビッグXプレミアム ［9型］

（H26/11〜現在）
EX9Z-PRA2  オープン価格

TOYOTA 
プリウスα（MC前）専用ナビ 
ビッグXプレミアム ［9型］

（H23/5〜H26/11）
EX9Z-PRA  オープン価格

2017.06



9型/8型  
※X9Z/X8Z-□□シリーズはカーナビ本体と車種ごとの取付けに必要な部品一式をセットにした受注生産モデルです。

7型200mmワイド 7WZシリーズ 
※7WZ-□□シリーズはカーナビ本体と車種ごとの取付けに必要な部品一式をセットにした受注生産モデルです。

10型/9型  
※EX10Z-□□シリーズ、EX9Z-□□シリーズ、X9Z-□□シリーズ、X9ZA-□□シリーズはカーナビ本体と車種ごとの取付けに必要な部品一式をセットにした受注生産モデルです。

Car Navigation ［車種専用カーナビゲーション／ラインアップ］

TOYOTA エスティマ/エスティマ ハイブリッド
専用ナビ ビッグXプレミアム ［9型］（H24/5〜H28/6）

EX9Z-ES  オープン価格

TOYOTA 
C-HR専用ナビ ビッグXプレミアム ［9型］

（H28/12〜現在）

X9Z-CHR  オープン価格

X9Z-CHR-NR  オープン価格

NISSAN セレナ/
セレナ ハイウェイスター
専用ナビ 
ビッグXプレミアム ［9型］

（H28/8〜現在）

X9ZA-SE  
オープン価格

TOYOTA アクア専用
200mm7型ワイドカーナビ

（H23/12〜現在）

7WZ-AQ  オープン価格

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プレミアム ［9型］

（H25/11〜現在）

EX9Z-OD  オープン価格

TOYOTA ハイエース/
ハイエース ワイド専用
200mm7型ワイドカーナビ

（H16/8〜現在）

7WZ-HI  オープン価格

TOYOTA 
レジアスエース/
レジアスエース ワイド専用
200mm7型ワイドカーナビ

（H16/8〜現在）

7WZ-RE  オープン価格

7型ワイドカーナビ
（単品モデル）
7WZ  オープン価格

ビッグX ［9型］
（単品モデル）
X9Z  オープン価格

ビッグX ［8型］
（単品モデル）
X8Z  オープン価格

Jeep ラングラー専用ナビ 
ビッグXプレミアム ［9型］

（H24/1〜現在）

EX9Z-WRA  
オープン価格

EX9Z-WRA-C2  
オープン価格

TOYOTA 
ランドクルーザー プラド専用
200mm7型ワイドカーナビ

（H21/9〜現在）

7WZ-LP  オープン価格

TOYOTA C-HR専用
200mm7型ワイドカーナビ

（H28/12〜現在）

7WZ-CHR  オープン価格

7WZ-CHR-NR  オープン価格

TOYOTA ヴォクシー/
ヴォクシー ハイブリッド専用
200mm7型ワイドカーナビ

（H26/1〜現在、H26/2〜現在）

7WZ-VO  オープン価格

TOYOTA ノア/
ノア ハイブリッド専用
200mm7型ワイドカーナビ

（H26/1〜現在、H26/2〜現在）

7WZ-NO  オープン価格

TOYOTA エスクァイア/
エスクァイア ハイブリッド専用
200mm7型ワイドカーナビ

（H26/10〜現在）

7WZ-EQ  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プレミアム ［9型］（H28/11〜現在）

X9Z-TR-PM  オープン価格

X9Z-TR-NR  オープン価格

TOYOTA 
タンク/ルーミー専用
200mm7型ワイドカーナビ

（H28/11〜現在）

7WZ-TR-PM  オープン価格

7WZ-TR-NR  オープン価格

TOYOTA プリウス専用
200mm7型ワイドカーナビ

（H27/12〜現在）

7WZ-PR-NR  
オープン価格

TOYOTA タンク/ルーミー専用ナビ 
ビッグXプレミアム ［9型］（H28/11〜現在）

X9ZA-TR-PM  オープン価格

X9ZA-TR-NR  オープン価格

DAIHATSU 
タント/タント カスタム専用
200mm7型ワイドカーナビ

（H25/10〜現在）

7WZ-TN-NR  
オープン価格

TOYOTA シエンタ/
シエンタ ハイブリッド専用
200mm7型ワイドカーナビ

（H27/7〜現在）

7WZ-SI-NR  
オープン価格

TOYOTA アルファード/
アルファード ハイブリッド
専用ナビ ビッグX ［9型］ 

（H27/1〜現在）

X9Z-AL  オープン価格

TOYOTA 
ハリアー専用ナビ 
ビッグX ［9型］ 

（H29/6〜現在）

X9Z-HA2  
オープン価格

TOYOTA エスティマ/エスティマハイブリッド
専用ナビ ビッグXプレミアム ［9型］（H28/6〜現在）

X9Z-ES2  オープン価格

TOYOTA ハイエース専用ナビ ビッグX ［8型］ （H25/12〜現在） 

X8Z-HI  オープン価格

TOYOTA ハイエース（スーパーGL）
専用ナビ ビッグX ［8型］ （H25/12〜現在） 

X8Z-HI2  オープン価格

TOYOTA ヴェルファイア/
ヴェルファイア ハイブリッド
専用ナビ ビッグX ［9型］ 

（H27/1〜現在）

X9Z-VE  オープン価格

TOYOTA ヴォクシー/
ヴォクシー ハイブリッド
専用ナビ ビッグX ［9型］ 

（H26/1〜現在、H26/2〜現在）

X9Z-VO  オープン価格

TOYOTA 
ノア/ノア ハイブリッド専用ナビ 
ビッグX ［9型］ 

（H26/1〜現在、H26/2〜現在）

X9Z-NO  オープン価格

TOYOTA エスクァイア/
エスクァイア ハイブリッド
専用ナビ ビッグX ［9型］ 

（H26/10〜現在）

X9Z-EQ  オープン価格

TOYOTA ハイエース（ワイドボディ）専用ナビ ビッグX ［8型］ 
（H25/12〜現在） 

X8Z-HIW  オープン価格

TOYOTA レジアスエース専用ナビ ビッグX ［8型］ 
（H25/12〜現在） 

X8Z-RE2  オープン価格

SUBARU 
レガシィ アウトバック
専用ナビ 
ビッグXプレミアム［9型］ 

（H26/10〜現在）

X9Z-OUT  オープン価格

HONDA ヴェゼル/
ヴェゼル ハイブリッド
専用ナビ ビッグX ［8型］

（H25/12〜現在）

X8Z-VZ  オープン価格

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。

2017
ALL
NEW

※新製品のカーナビゲーションは
8月より順次発売予定です。
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車種専用カーナビの多彩な機能



車種専用カーナビ
「ビッグX」シリーズ3つの特長。

大画面＆車種専用デザイン

車種専用設計で、大画面を美しく装着！
●車種専用に造り込んだ、精巧なフィッティング。
●クルマ本来のデザインを活かし、さらなる美しさを実現。

POINT

1

コクピットと質感を合わせた金属調パーツをハードキーに採用。鮮やかに光るクリスタル照光キーがさらなる調和を生む。

EX11Z-AL X9Z-PR

大画面で、地図も見やすい！ コクピットも美しく生まれ変わります。ここが
オススメ！

※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。2017.06



WXGA液晶＆クリアブラックディスプレイ

新構造による高画質！ 光の反射も気にならない！
●ビッグXシリーズは従来比2.4倍※の高精細WXGA液晶搭載。
●新開発のクリアブラックディスプレイ採用。「ギャップレス構造」で画像がさらに美しく！
●液晶画面への光の反射も抑え、日差しが眩しい時も見やすい！
※WVGA液晶画面との比較において
※クリアブラックディスプレイはEX11Zシリーズに搭載されています。

ボイスタッチ

声だけで、カーナビをサクサク操作できる！
●たとえば狭い道で他のクルマとすれ違う時、「サイドカメラ」と声に出せば、画面に触れずカメラ映像の呼び出しが可能です。
●ハンドルを握ったままで運転に集中できます。

POINT

2

POINT

3

従来比

2.4倍

従来のWVGA液晶 WXGA液晶

800×480p 1280×720p

従来の液晶 クリアブラックディスプレイ

LCDユニット

タッチパネル

カバーガラス

サイドカメラ

パネル下に空気層がある。 パネルの見え方も美しい。

よく使う機能を声で操作できるから、運転中も快適です！ここが
オススメ！

WXGA画像が、さらにキレイに。ぜひ実物をご覧ください！ここが
オススメ！

カ
バ
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カ
バ
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L
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ニ
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ト

L
C
D
ユ
ニ
ッ
ト

バ
ッ
ク
ラ
イ
ト

バ
ッ
ク
ラ
イ
ト

圧着

バックライト

2017
NEW

2017
NEW

※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

■12のキーワードで、すばやくカーナビ操作が可能
キーワード カーナビの動作

「サイドカメラ」 サイドカメラ映像を表示※

「フロントカメラ」 フロントカメラ映像を表示※

「コーナーカメラ」 コーナーカメラ映像を表示※

「ダブルゾーン」 ダブルゾーン設定画面を表示

「オーディオ表示」 オーディオ画面を表示

「近くのガソリンスタンド」 近くのガソリンスタンドを検索

キーワード カーナビの動作

「近くのコンビニ」 近くのコンビニを検索

「自宅に帰る」 自宅を目的地設定

「詳細表示」 地図縮尺を拡大

「広域表示」 地図縮尺を縮小

「地図表示」 地図を表示

「ルート案内」 ルート案内を開始
（※）は、該当機能に対応したオプション製品装着時に動作します。

2017.06



ヴェルファイア ハイブリッド（30系）

アルファード（30系）

エスティマ プリウスPHV オデッセイ アブソルート セレナ ハイウェイスター

Car Navigation ［車種専用カーナビゲーション／主な機能・仕様］

Tuned by Alpine  車種専用オープニング

起動時、車種専用のアニメーション＆サウンドでスタート！
●愛車のフロントビューが印象的に浮かび上がる、美しいオープニング画面。
●クルマの個性に合わせた専用のアニメーションとサウンドを格納。
※アニメーションのみの車種もあります。

Tuned by Alpine  サウンドチューニング

サウンド設定は車種専用に
チューニング済み！
●車内を理想の音響空間へ仕上げるサウンドチューニングデータ搭載。
●熟練のサウンドマイスターが、車種ごとに音をチューニング済み。

Tuned by Alpine  カメラガイド線チューニング

正確なガイド線で、
バック操作も安心です！
●バックビューカメラの映像には車種専用カメラガイド線を表示。
●バックドア付き車なら、ドアの開閉が可能な位置の目安も表示。

Tuned by Alpine  車両情報チューニング

インストール済みの車両情報をもとに、車両
サイズに合った駐車場を表示。

Tuned by Alpine  ナビ・映像画質チューニング

さまざまな明るさで、車内でのカーナビ画面
の見やすさを最適化。
※7WZシリーズのみ対応します。

Tuned by Alpine  燃費優先ルートチューニング

車両重量まで考慮して、車種に合わせた燃
費優先ルートを提案。

光のラインが交差し、フロントビューが浮かび上がる。ライトが輝き、車種名が現れる。サウンドが流れる。

■パラメトリックEQ
特定の周波数帯域のレベルを調整する機
能で、きめ細かな補正を行っています。

■タイムコレクション
各スピーカーからの音の到達時間を補正
し、立体的なサウンドを実現しています。

■ステアリング連動カメラガイド線
ハンドル操作に連動して、進行方向
を青い線で示します。

■カメラガイド線
約0.5m、約1m、約2mの目安を
赤・黄色・緑で示します。

■バックドアガイド線
　 （バックドア付車のみ）

バックドアの開閉に配慮したガイド
線を示します。

車種専用のアニメーションとサウンドで、愛車への気持ちも高まります！ここが
オススメ！

車種専用だから、設定なしで手軽に高音質サウンドが楽しめます！ここが
オススメ！

実車で計測した車種専用ガイド線データだから駐車の時も安心です！ここが
オススメ！

※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

2017
NEW
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Car Navigation ［車種専用カーナビゲーション／主な機能・仕様］

大画面

大画面なら、地図も広範囲で見やすい！
●11型は従来の7型比で2倍以上。地図表示も、より広範囲になります。

カウントダウンガイダンス

人に案内されてるように分かりやすい！
●「あと00m」という案内に加え、「◯◯から3つ目の信号機を右」や視界に入るランド

マークなど、目の前の光景に対応した案内を実現。
●信号以外にも「3つ目のカド」、「2つ目のカド」、
　というカウントダウンで分かりやすい。

ルートチューニング機能

ルートサーチを自分好みにチューニング！ 
●有料道路優先や広い道路優先など、好みのルートサーチを設定可能です。

ステアリングコマンドインプット

よく使うカーナビ機能をステリモで操作できる！
●純正ステアリングリモコンに、お好みでカーナビの操作キーを割り当てできます。
※地図表示、カメラ映像表示、電話の受話・終話、「ダブルゾーンコミュニケーション」機能などが割り当てられます。

交差点拡大図＆ビッグアロー表示

大きな矢印で、曲がる方向が直感的に分かる！
●画面に大きな矢印を表示し、右左折のタイミングをしっかり伝えます。
●交差点では自動で画面を拡大。走行推奨レーンをハイライトで示します。

従来の7型サイズ
での表示エリア

7型だと見えない「ひとつ先の交差点」や信号の位置なども分かるから安心です！ここが
オススメ！

いつでも自分好みの
ルートサーチができ、便利で安心です！

ここが
オススメ！

「ボイスタッチ」も便利ですが、手元で
操作したい方にはこちらの機能もおすすめです！

ここが
オススメ！

信号機や曲がりカドの数で案内するので、「うっかり通過」もなくなります。ここが
オススメ！

矢印の色の変化で、
曲がるまでの距離も直感的に認識できます！

ここが
オススメ！

2017
NEW

2017
NEW

2017
NEW

※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

左側のエネオスを通過して
2つ目の信号、
けやき通り西交差点を左方向です

2017.06



Car Navigation ［車種専用カーナビゲーション／主な機能・仕様］

クイックお気に入り周辺検索

家族のお気に入りのお店をすぐ探せる。
●3ステップで操作しやすく、急なリクエストにもすぐに対応できます。
●よく行くチェーン店も選択して登録できます。

ベストルートサーチ

より満足度の高いドライブを実現！
●多様なシーンで最適な案内を実現するルートサーチを実装。

賢くきめ細かいルートサーチで、スムーズにご案内します！ここが
オススメ！

家族のお気に入りのお店を簡単に
目的地へ設定できます！

ここが
オススメ！

右折
不可

■時間や走りやすさをより考慮してご案内。

大通りだけでなく狭い道も含めて案内。狭すぎる道、商店街などは
回避します。

目的地
目的地片側

1車線 片側
3車線新ルート

新ルート

旧ルート

旧ルート

■2回走れば、ルートを学習。

ルート案内中、同じ場所で2回案内ルートを逸れると学習し、3回目
からはそちらの道を優先して案内。

ナビ画面から「お気に入り」を押す お気に入りのお店を選択 現在地から最も近いお店を選択

■中央分離帯でも、心配ご無用。

中央分離帯のある道ではきちんと動線に配慮し、横付け機能で施
設側へご案内。 ※状況により、横付け機能を使用できない場合があります。

■渋滞状況を高精度で見極める。

VICS WIDEの情報、渋滞格納データ、実走データも考慮し、より最
善なルートを案内。

左折で
入庫

高速
IC

高速
IC

一方通行 一方通行

日
常
ル
ー
ト

日
常
ル
ー
ト

2回通ると
学習

2回通ると
学習

混雑していないため
そのままのルートで案内

迂回した
ルートを案内

ナ
ビ
ル
ー
ト

ナ
ビ
ル
ー
ト

往 路 VICSによる渋滞情報復 路 実際の道路状況

大渋滞

※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。
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Car Navigation ［車種専用カーナビゲーション／主な機能・仕様］

ストレスなく操作でき、
使うのが楽しくなるメニュー画面です。

ここが
オススメ！

使いなれたスマホやタブレットのように
操作できます！

ここが
オススメ！

メニュー画面

直観的に操作できるメニュー画面。
●メニュー画面もWXGA液晶対応で、高解像度のグラフィックを採用。
●触ったときの動きや音、ボタンの位置も快適な操作感を追求！
※WXGA液晶はビッグXシリーズに搭載されています。

新・高速渋滞インフォ

高速渋滞状況をすばやく確認できる。
●高速道路に乗る前に、ルート上にある高速道路の渋滞状況をいち早く確認可能。
●高速道路上でもすばやくジャンクション・インターチェンジの渋滞情報を呼び出せます。

簡単マップ操作

指で地図を拡大/縮小。操作はスマホ感覚！
●フリック＆ドラッグ、ピンチイン＆ピンチアウトで画面操作が可能。

HDMI接続対応

スマホなどの動画をカーナビで。
●HDMI接続で、多彩なコンテンツをより手軽に楽しむことができます。
※HDMI接続には別売のケーブルが必要となります。

スマホや手持ちのカメラの映像も
カーナビで楽しめます！

ここが
オススメ！

高速に乗る前に渋滞情報を確認でき、
ルート選びも効率的にできます！

ここが
オススメ！

「高速渋滞」にタッチすると、渋滞情報を表示。

高音質

信頼ある高音質をご実感ください！
●ビッグXシリーズは、2012年から4年連続「オートサウンドウェブグランプリ」の
　最高賞ゴールデンアワード受賞。
●高音質電子ボリュームの採用、フィルムコンデンサの改良で、
　その音質を向上させています。

好きな音楽が車内でもいい音で楽しめます！ここが
オススメ！

※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。
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Car Navigation ［車種専用カーナビゲーション／主な機能・仕様］

2WAYカメラ付ドライブレコーダー

前方車両の発進をお知らせ。
●車両前方を録画するとともに、前方車両の発進を検知し、
　画面や音でお知らせします※。
●ルームカメラとしても利用可能。前席の様子をアルパインの
　リアビジョンに映すことができます。
※2017年製アルパインカーナビとの接続時のみ対応します。

前方のクルマの動きに気づかず、発進遅れすることもありません！ここが
オススメ！

光の演出でスマートに、しかもクルマの状況が直感的に分かります！ここが
オススメ！

2WAYカメラ付ドライブレコーダー
DVR-C01W 標準小売価格 ¥30,000（税別）

EX11シリーズ専用カーモーションイルミキット
KTX-EX11LED-AV 標準小売価格 ¥28,000（税別）
※対応モデル：30系アルファード/ヴェルファイア専用EX11V/EX11Z

	テロップ表示とアラーム音で
	 お知らせします

車種専用カーアロマ

いい香りで、ご家族も気分よくドライブへ！
●オリジナルカーアロマで、車内空間に今までにない香りの演出をプラス。
●アロマの噴霧時間やオン・オフを、カーナビのタッチパネルで操作できます。

カーモーションイルミ

クルマのステータスを光で演出。
●ドアやウィンカーに連動し、画面横のLEDが車内を美しく演出。
●クルーズコントロール時、車両が自動でブレーキ制御した際も、赤色の光表示します。
※カーモーションイルミはEX11Z-AL-LED/EX11Z-VE-LEDに装備されています。

大切な方をクルマにお乗せする時の
おもてなしにも最適です！

ここが
オススメ！

※ビルトインカーアロマ装着例：
アルファード/ヴェルファイア（30系：H27/1〜現在）専用
ビッグX 11に付属します。

ダブルゾーンコミュニケーション

後席との会話が、よりスムーズに！
●カーナビのマイクで声を集音し、リアスピーカーから出力。前席の声を後席へ届けます。

運転しながら、振り返ることなく
後席と楽しく会話できます！

ここが
オススメ！

リアシート
前席の声を後席の

スピーカーから出力

フロントシート
カーナビ内蔵の

マイクが声を集音

2017
NEW

2017
NEW

※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

スマートキー接近表示 ブルー/水色でグラデーション
ドアOPEN（運転席側F/R） 右側がブルーで上下から中心に流れる
ドアOPEN（助手席側F/R） 左側がブルーで上下から中心に流れる
キーON ゆっくり点灯後ブルー、グリーンで全グラデーション
キーOFF ブルー、グリーンで全グラデーション後ゆっくり消灯
ドライブレンジ ブルー、白で上から下に流れる

リバースレンジ オレンジで下から上に流れる
右ウィンカー グリーンで右側が点灯します
左ウィンカー グリーンで左側が点灯します
ハザード グリーンで両側が点灯します

クルーズコントロール時
の自動ブレーキ 赤で両側が点灯します

2017.06



Car Navigation ［車種専用カーナビゲーション／主な機能・仕様］

スマホアプリ「おでかけコンシェル」

ドライブの行き先を提案してくれるアプリ。
●毎日更新される記事をもとに、家族向けのお出かけスポットを提案するスマホアプリ。
●食事、自然、芸術といったテーマでスポットを検索することも可能。

最新の全国地図データ

信頼あるゼンリン発行の地図データ搭載！
●長年の実績を誇るメーカー「ゼンリン」の最新全国地図データを採用。
※“ゼンリン”は株式会社ゼンリンの登録商標です。

Wi-Fiデータ更新

地図データはスマホを使って更新可能。
●地図データは、Wi-Fi通信機器やテザリング対応のスマホで更新。

システムアップ

後席モニター、
カメラシステムと連携。
●リアビジョンとの連携で「ダブルゾーン」機能などが利用可能。
●ドライブセンサーとの連携で「車種専用ガイド線」表示が可能。

週末のお出かけプランに悩むことなく
目的地を決められます！

ここが
オススメ！

ゼンリンが全国で調査した、細部まで正確な地図データでドライブも安心です！ここが
オススメ！

リアビジョン、ドライブセンサーがあれば、ドライブはさらに安心・快適です！ここが
オススメ！

スマホにつなげれば、いつでも地図の更新ができます！
※アルパインホームページでお客様登録を行う必要があります。

ここが
オススメ！

〈ダウンロード可能なデータ〉
・Gracenoteデータベース
・地図更新データ（1年ごと配信）
・車種専用セッティングデータ
・高速道データ（3ヶ月ごと配信）

Wi-Fi接続をして、「情報/更新」→「Wi-Fi更新」→「デー
タ更新」→「ダウンロード可能データ確認」の順にタッチ
すると、画面にデータ一覧が表示されます。

ダウンロードしたい項目を選択し、ダウンロードを
タッチ。確認後に利用規約を読み、さらに「承諾する」に
タッチすると、ダウンロードを開始します。

ダウンロードが完了すると、「インストールしますか？」
のメッセージが表示されます。「はい」にタッチしてイン
ストール。終了後は自動で再起動します。

※装着例：HCE-C2000D-AV-W
（アルファード 30系　H27/1〜現在）

※装着例：PXH12X-R-AV
（アルファード 30系　H27/1〜現在）

2017
NEW

※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

2017.06

STEP1 STEP2 STEP3



Car Navigation ［車種専用カーナビゲーション／主な機能・仕様］

●EX11Z/EX10Z/EX9Z/EX8Z/X9Z/X9ZA/X8Z/7WZシリーズを
ご購入のお客様はこちらをご覧ください。

1. Wi-Fiとスマートフォンを接続します。
2. ナビの認証情報設定画面からお客様登録を行い
　 ID（E-mail）パスワードを入手します。
3. ID（E-mail）とパスワードを登録して設定完了です。
　 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。

●Wi-Fiを使用して地図データをダウンロードすることができます。
※インターネットにアクセスした場合は通信費が発生します。通信費はお客様負担とな
ります。※高速道配信はSD/USBメモリーを使用してダウンロードすることができます。
※Wi-Fi環境およびパソコン環境がないお客様、もしくは2年以上の年次更新（全書換）
のお客様へ地図ディスクをご用意しています。

●パソコンを使用して高速道データをダウンロードすることができます。
※全国地図データの年度更新はWi-Fi通信か地図ディスクでの更新となります。※高
速道データのダウンロードには、Windowsパソコン（Windows8、7、Vista）が必要
となります。（MacOSは非対応）※Wi-Fi環境およびパソコン環境がないお客様、もし
くは2年以上の年次更新（全書換）のお客様へ地図ディスクをご用意しています。

■地図データ更新（HDD書換えサービス）
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 収録地データ 高速道配信

■地図データ更新 【HDDカーナビ】HD55S/HD55シリーズ HCE-R206 〈最終版〉 ¥25,000 HDD書換え 全国バージョンアップサービス（有料）取扱い店舗 2013年3月 ―

※【HDDカーナビ】HD55S/HD55シリーズ用のHDD書き換えサービスはHCE-R206を最終とさせていただきます。 

＊ ご注意事項 ◆【HDDカーナビ】HD55S/HD55シリーズ
 販売店舗/全国の本バージョンアップサービス（有料）取扱い店舗

申込方法/販売店舗にハードディスクをお預けいただき、約1週間で最新データに更新いたします。データ更新後、販売店にてお受け取りください。登録地点は、バージョンアップ前に作成した
データをそのままご利用できますが、書換え時に消失する可能性もありますので、必ず紙面にてバックアップしてください。地図の設定は初期化されますので、再設定してください。

■2017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

【SDカーナビ】X009/X008EX/X008/X007W/X007シリーズ HCE-S204A ¥19,000 SDメモリーカード SDメモリーカード入替 2016年12月 2017年度 
高速道配信無料

【HDDカーナビ】X088/X08シリーズ HCE-V607A ¥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。 2016年12月 2017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

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

■2014年度 地図データ更新
【HDDカーナビ】X077シリーズ
（2009/08年度データのナビをお持ちのお客様用） HCE-V557A 〈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】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。

2017.06

2018年度版/2019年度版/2020年度版

地図 更新データ 3年分ダウンロード無料キャンペーン 期間 発売〜2021年7月

＊配信スケジュールは変更する場合がございます。詳しくはアルパインホームページ、メールマガジンにてご案内いたします。  ＊2021年以降の地図更新は有料の「地図更新データ」が必要となります。

キャンペーンお申し込み/お客様登録方法 以下、いずれかの方法で、ご登録をお願いします。ご登録には「機種名」「製造番号」が必要です。

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。

　「お客様登録FAX用紙」からのご登録

　「スマートフォン」からのご登録

地図データ更新　EX11Z/EX10Z/EX9Z/EX8Z/X9Z/X9ZA/X8Z/7WZシリーズのお客様

　「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。

アルパインお客様登録 検索

2018年度版 2019年度版 2020年度版

地図更新スケジュール ※データ配信前に、アルパインホームページでご案内させていただきます。 対象商品 ： EX11Z/EX10Z/EX9Z/EX8Z/X9Z/X9ZA/X8Z/7WZ各シリーズ

発売

ダウンロード可能な
地図データ

この期間に登録した場合
2018年度版/2019年度版/2020年度版と

「高速道データ」がダウンロード可能です。

この期間に登録した場合
2019年度版/2020年度版と

「高速道データ」がダウンロード可能です。

この期間に登録した場合
2020年度版と「高速道データ」が
ダウンロード可能です。

2018年 夏 2019年 夏 2020年 夏 2021年 夏

「高速道データ」は3ヶ月ごとに配信予定。1回につき高速道4本程度のデータ配信を予定。
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お客様登録期間



後席に多彩な楽しみを。
家族にうれしい、高画質リアビジョン



 ［天井取付け型リアビジョン］

後席を家族のエンターテイメント空間へ変える、
天井取付け型リアビジョン。

従来比2.4倍
※

の高精細 大画面WXGA液晶
※WVGA液晶画面との比較において

ダブルゾーンで、前席と後席がそれぞれに楽しめる
※対応するアルパインカーナビとの接続が必要です。

プラズマクラスター技術搭載で、車内の空気を快適に！

「天井取付け型リアビジョン」の3つの特長。
POINT

1
POINT

2
POINT

3
※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。2017.06



天井取付け型リアビジョン／ラインアップ

製品名 モデル名/価格 画面サイズ LED液晶 プラズマ
クラスター技術

LED
ルームランプ

リアビジョン
リンク

W
X
G
A
液
晶
搭
載
モ
デ
ル

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
ターボモード
+

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

12.8型WXGA リアビジョン
特許取得済

RXH12X-L-B
オープン価格 12.8型

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

ターボモード
+

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

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

ターボモード
+

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

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

ターボモード
+

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

プラズマクラスター技術搭載
11.4型WSVGA リアビジョン
特許取得済

PSA11S-R-B 
オープン価格 11.4型 WSVGA

ターボモード
+

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

11.4型WSVGA リアビジョン
特許取得済

RSA11S-R-B
オープン価格 11.4型 WSVGA

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

10.1型WSVGA リアビジョン
（HDMI接続専用モデル）

特許取得済  
RSH10S-L-B
RSH10S-L-S
オープン価格

10.1型 WSVGA

プラズマクラスター技術搭載
10.1型WSVGA 
リアビジョン 
特許取得済

PSA10S-R-B
PSA10S-R-S
オープン価格

10.1型 WSVGA

ターボモード
+

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

10.1型WSVGA リアビジョン
特許取得済 RSA10S-R-B

RSA10S-R-S
オープン価格

10.1型 WSVGA

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

10.1型WSVGA リアビジョン
特許取得済 RSA10S-L-B

RSA10S-L-S
オープン価格

10.1型 WSVGA

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

PXH9S-R-B
本体色:ブラック

PSA11S-R-B
本体色:ブラック

PSA10S-R-B
本体色:ブラック

RSA10S-R-B
本体色:ブラック

RVA9S-L-B
本体色:ブラック

本体色:シルバー
PSA10S-R-S

本体色:シルバー
RSA10S-R-S

本体色:シルバー
RSA10S-L-S

PXH12X-R-B
本体色:ブラック

RXH12X-L-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】

PXH11X-R-B
本体色:ブラック

本体色:ブラック
RSA10S-L-B

本体色:ブラック
PXH10S-R-B

RSA11S-R-B
本体色:ブラック

RSH10S-L-B
本体色:ブラック本体色:シルバー

RSH10S-L-S

製品詳細はWebへ
▲

※リアビジョンの装着には別売の取付けキットが必要です。詳細は適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。
2017.06



 ［天井取付け型リアビジョン／主な機能・仕様］

ダブルゾーン

後席だけで前席とは違う映像が楽しめる。
●ダブルゾーン対応モデルなら、後席だけでも地デジやDVDが楽しめます。
※対応するアルパインカーナビとの接続が必要となります。

大画面＆高画質

思わず息を飲む、臨場感あふれる大画面。
●最大12.8型から、低天井のクルマにも合う9型までラインアップ。
●従来比2.4倍※の高画質WXGA液晶で高品位の
映像を楽しめます。
※WVGA液晶画面との比較において

プラズマクラスター技術搭載

脱臭や除菌でママも安心の車内環境へ。
●天井からプラズマクラスターイオンが降り注ぎ、空気環境を改善します！
※PXH/PSAシリーズのみ

ARコーティング＋広視野角

低反射で、
どこから見ても美しい。
●光の反射やにじみを抑えるARコーティング採用。
●後席のどこから見ても美しい、ワイドな視野角を実現。

車内に充満しがちな食べ物のニオイも消臭できます！ここが
オススメ！

後席ではお子様がDVDを観ながら、前席で
自分の好きな音楽を聴くことも可能です！

ここが
オススメ！

長時間のドライブでも、
後席のお子様も楽しく過ごせます！

ここが
オススメ！

従来比

2.4倍

WXGA液晶なら従来比2.4倍のきめ細かさ！
従来のWVGA液晶 WXGA液晶

800×480p 1280×720p

ナビ

リアビジョン

リアシート
地デジ・DVD・
スマホ動画を再生

フロントシート
お好みのメディアを再生

※1静電気抑制 ※3,4,5空気浄化 ※2フェイスケア ※6,7脱臭

※1＜静電気＞●試験機関：シャープ（株）調べ●試験方法：約3.6m³の車内空間にて、5kVに帯電させた座席のヘッドレストにプラズマクラスターイオンを照射し、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。（プラズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm³）■試験結果：約4分で初期電位5kVが
0.5kVまで減衰。※2＜お肌にツヤを与える＞●試験機関：（株）総合医科学研究所●試験空間：6畳相当●被験者：13名（33〜61歳女性）●温度：約28℃、湿度：約40％●試験方法：被験者にはイオンを発生させた部屋と発生させない部屋に入っていただき、安静状態でこめかみの肌水分量を測定。（
プラズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm³）■試験結果：イオンありの場合、運転60分以後に肌にツヤを与える効果が確認された。（車室内を加湿するわけではありません。）※3＜浮遊カビ菌＞●試験機関：（財）石川県予防医学協会●試験方法：約31m³（約8畳相当）の試験空間にプラズマクラ
スターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアーサンプラーにて測定。（プラズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm³）■試験結果：約83分で除去率99％。※4＜浮遊菌＞●試験機関：（財）石川県予防医学協会●試験方法：約31m³（約8畳相当）の試験空間に、ある1種の菌を浮遊させ、プラズマクラスタ
ーイオンを放出し、その後、試験空間内の菌を回収し、空気中の菌除去率を測定。（プラズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm³）■試験結果：約14分で99％抑制。※5＜浮遊ウイルス＞●試験機関：ベトナム ホーチミン市 パスツール研究所●試験方法：約25m³（約6畳相当）の試験空間内にウイル
スを浮遊させ、プラズマクラスターイオンを放出。その後、試験空間内のウイルスを回収し、空気中のウイルス除去率を測定。（プラズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm³）●試験対象：浮遊した1種類のウイルス。■試験結果：約66分で99％抑制。※6＜付着臭＞●試験機関：シャープ（株）調べ●試
験方法：約41m³（約10畳相当）の試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し、脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。（プラズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm³）■試験結果：約55分で気にならないレベルまで脱臭。（付着しているニオイの
種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。）※7＜付着カビ臭を分解・除去＞●試験機関：シャープ（株）調べ●試験方法：約3.6m³の車内空間にて、カビのニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し、プラズマクラスターイオンを照射しない布片との
臭気を2点比較法にて評価。■試験結果：約45分で脱臭効果を確認。（付着しているニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。）●プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況（温度・湿度、広さ、形状、エアコン・換気などの使用の有無、商品の設置場所など）や使い方

（イオンの吹き出し方向、運転モード、運転時間など）個人によって異なります。●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。

ARコーティング採用の
液晶パネル

※比較イメージです。

当社従来品の
液晶パネル

〈イメージ〉

従来から革新的に進化した、見やすく美しい液晶画面です！ここが
オススメ！

※リアビジョンの装着には別売の取付けキットが必要です。詳細は適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。 ※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。
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 ［天井取付け型リアビジョン／主な機能・仕様］

7色カラーLEDコーディネートライト

ルームライトを好きな色に変えられる。
●LEDライトは時間帯、お好みによって7色のカラー選択が可能です。
※PXH/PSAシリーズ、RSA10S-Rシリーズのみ

リアエアコンコントロール

後席でエアコンなどの操作が可能。
●後席からリモコンで風量や温度の設定変更ができます。
●後席で座ったままムーンルーフの開閉やLEDライトの色変更も可能。
※対応車種：アルファード/ヴェルファイア  対応リアビジョン：PXH12X-R-AV、PXH12X-L-B、RXH12X-L-B 
※別売のリアエアコン コントロールボックス（IFA-RM5000-AV-D）またはスペースクリエイター（SBS-
CR1000BT-AV/SBS-CR1000BT-NVEシリーズ）が必要です。

HDMI接続対応

スマホやネットの動画も観られる。
●スマホアプリやYouTubeなどの動画も大画面で再生可能です！
※対応するアルパインカーナビの接続が必要となります。YouTube™およびYouTubeロゴは、GoogleInc.の登録商標です。

LEDライトの照明で、車内の雰囲気を
お好みに演出できます！

ここが
オススメ！

ドライバーに頼むことなく、
後席をお好みの環境に設定できます！

ここが
オススメ！

後席の方へ、香りのおもてなしができます！ここが
オススメ！

スマホの動画や写真もリアビジョンで、
後席のみんなで楽しめます！

ここが
オススメ！

車種専用パーフェクトフィット（別売）

専用の取付けキットで後方視界も良好。
●車種専用に開発した取付けキットで見た目も美しく装着できます。
●天井取付けタイプに加え天井埋め込みタイプもあり、スマートに取付け可能。
※一部車種を除きます

カーアロマ付き車種専用パーフェクトフィット(別売）

アロマ機能付きの取付けキットも新登場！
●リアビジョンの取付けキットから、ほのかにアロマが香ります。
※対応車種：アルファード/ヴェルファイア（30系）

大画面リアビジョンでも、埋め込みタイプの
取付けで天井はスマート、視界も良好です！

ここが
オススメ！

WEB

You Tube

Photo

アプリ

720p 出力

リアエアコン 
コントロールボックス
付属リモコン

リアエアコン コントロールボックス 
IFA-RM5000-AV-D 
標準小売価格 ¥9,800（税別）※リモコン付属

12.8型リアビジョン専用
アロマ付きキット 
KTX-Y1005VG-AROMA 

（キット色：グレー）

KTX-Y1005BK-AROMA 
（キット色：ブラック） 
標準小売価格 ¥27,000（税別）
※付属のアロマは単独での動作となります。

●カラー：ホワイト・ブルー・グリーン・アンバー・レッド・パープル・スカイブルー
※写真は機能説明のために画像処理をしたもので、実際とは異なります。

天井取付けタイプ
リアビジョン取付けイメージ

天井埋め込みタイプ
リアビジョン取付けイメージ

※リアビジョンの装着には別売の取付けキットが必要です。詳細は適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。 ※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

※天井取付け型リアビジョン関連の新製品は、8月より順次発売予定です。

2017
NEW
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 ［シートバック取付け型・アーム取付け型リアビジョン］

後席の二人がそれぞれで映像を楽しめる、
シートバック取付け型リアビジョン。

高画質 WXGA※1&
　　　　WSVGA※2液晶
※1 SXH10Tのみ ※2 SSA9シリーズのみ　その他のモデルはWVGA液晶となります。

HDMI接続で
　　　ナビからの映像も高画質で楽しめる。
※SXH10Tのみ

後席の2人が、別々の映像を楽しめる。
※SXH10T/SSA9Tで対応

「シートバック取付け型リアビジョン」の3つの特長。

POINT

1

POINT

2

POINT

3

WSVGA

※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。2017.06



アーム取付け型リアビジョン／ラインアップ

製品名 モデル名/価格 画面サイズ LED液晶 リアビジョン
リンク

10.1型WSVGA リアビジョン PKH-M1000SV
本体色:ブラック

PKH-M1000SV
オープン価格 10.1型 WSVGA

10.2型WVGA リアビジョン PKG-M1000SC
本体色:グレー

PKG-M1000SC
オープン価格 10.2型 WVGA

9型WVGA リアビジョン PKH-M900SV
本体色:ブラック

PKH-M900SV
オープン価格 9.0型 WVGA

9型WVGA リアビジョン PKG-M900SC
本体色:グレー

PKG-M900SC
オープン価格 9.0型 WVGA

8型WVGA リアビジョン PKG-M800SC
本体色:グレー

PKG-M800SC
オープン価格 8.0型 WVGA

7型WVGA リアビジョン PKG-M700SC
本体色:グレー

PKG-M700SC
オープン価格 7.0型 WVGA

製品詳細はWebへ

▲

シートバック取付け型リアビジョン／ラインアップ

製品名 モデル名/価格 画面サイズ LED液晶 リアビジョン
リンク

10.1型WXGA シートバック・リアビジョン
（2台パック） NEW

SXH10T
オープン価格
本体色：ブラック

10.1型

9型WSVGA シートバック・リアビジョン
（2台パック） NEW

SSA9T
オープン価格
本体色：ブラック

9.0型 WSVGA

9型WSVGA シートバック・リアビジョン NEW
SSA9
オープン価格
本体色：ブラック

9.0型 WSVGA

10.2型WVGA シートバック・リアビジョン NEW
PKG-SB1000SC
オープン価格
本体色：ブラック

10.2型 WVGA

10.2型WVGA シートバック・リアビジョン
（2台パック） NEW

※ALPINEアロマコントロール対応映像分配器付属

PKG-SB1000SCW
オープン価格
本体色：グレー

10.2型 WVGA

9型WVGA シートバック・リアビジョン NEW
PKG-SB900SC
オープン価格
本体色：グレー

9.0型 WVGA

9型WVGA シートバック・リアビジョン
（2台パック） NEW

※ALPINEアロマコントロール対応映像分配器付属

PKG-SB900SCW
オープン価格
本体色：グレー

9.0型 WVGA

50系プリウス専用
8型WVGA シートバック・リアビジョン

（H27/12〜現在）

PKG-SB800SC-PR
標準小売価格 
¥36,000（税別）

本体色：グレー

8.0型 WVGA

ハリアー専用
8型WVGA シートバック・リアビジョン

（【ハリアー】H25/12〜現在、【ハリアー ハイブリッド】H26/1〜現在）

PKG-SB800SC-HA
標準小売価格 
¥36,000（税別）

本体色：グレー

8.0型 WVGA

製品詳細はWebへ
▲

※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。
※車種専用9型/8型リアビジョン（対応車種：30系プリウス/プリウスα/ウイッシュ/アクア）につきましては、アルパインホームページをご覧ください。

※SXH10T/SSA9T/SSA9は、8月下旬より順次発売予定です。

2017.06



 ［シートバック取付け型・アーム取付け型リアビジョン／主な機能・仕様］

個別HDMI接続対応

後席の2人が、別々の映像を楽しめる。
●前席の背面に2台設置し、それぞれ個別にネット動画などが観られます。
●HDMI接続により、カーナビ、その他のモニターを含めて最大4つの個別映像を同時再生可能。
※SXH10Tのみ。対応するアルパインカーナビとの接続が必要となります。

高画質WXGA※1 液晶

高精細WXGA液晶搭載モデルも、ラインアップ！
●従来比2.4倍※の高画質WXGA液晶で美しい映像を楽しめます。
※1 SXH10Tのみ　
WXGA/WSVGA以外のモデルはWVGA液晶となります。
※WVGA液晶との比較において。

高画質WSVGA※2液晶

高精細で、
繊細な映像表現も美しい。
●高精細の液晶パネルで、臨場感あふれる映像を実現。
※2 SSA9シリーズ/PKH-M1000SVのみ　
WXGA/WSVGA以外のモデルはWVGA液晶となります。

天井取付け型リアビジョンの
最高級モデルと同じ画質です！

ここが
オススメ！

色彩のグラデーションなどもきめ細かく表現できます！ここが
オススメ！

従来比

2.4倍

WXGA液晶なら従来比2.4倍のきめ細かさ！
従来のWVGA液晶 WXGA液晶

800×480p 1280×720p

ナビ

シートバック
リアビジョン

リアシート
地デジ・DVD・
スマホ動画を再生

フロントシート
お好みのメディアを再生

後席でさまざまな映像が観ることができ、ドライブがいっそう楽しくなります！ここが
オススメ！

WSVGA

シート
バック

シート
バック

シート
バック

アーム型

アーム型

アプリ Photo・ムービー

You Tube WEB

アプリ Photo・ムービー

You Tube WEB

※SXH10T付属のHDMI分配ボックスを使用します。

■SXH10Tのシステム発展例

2017
NEW

2017
NEW

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。 ※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

※SXH10T/SSA9T/SSA9は、8月下旬より順次発売予定です。

2017.06



 ［シートバック取付け型・アーム取付け型リアビジョン／主な機能・仕様］

ムードライト

イルミネーションが車内を美しく彩る。
●高級感あるブルーLEDが車内を美しく演出。
※SXH10Tのみ

選べるシートバック・リアビジョン

2台パック※でも、1台からでもお求めいただけます。
●単品売りも、2台パックモデル※もご用意しています。
※SXH10T/SB-□□シリーズは映像分配付属。SSA9Tはモニターの出力で映像を分配します。

可動式アーム

モニターを見やすい位置へ調節できます。
●可動式アームにより、モニター上下角度等の変更が可能です。
※PKG-SB1000/PKG-SB900シリーズ

アーム取付け型リアビジョン

設置や角度調節が簡単な
アーム型もご用意。
●アーム型は前席のヘッドレストに
　アームで取付けるリアビジョンです。

多彩なサイズ・ラインアップ

画面サイズも豊富にご用意。
●シートバック・リアビジョンは8型から10.2型まで、アーム取付け型は7型から10.2型までラインアップ。

クルマや用途に応じて
1台か2台かをお選びいただけます。

ここが
オススメ！

お子様の目線に合わせた
モニターの位置調節も簡単です！

ここが
オススメ！

クルマに合わせて、
画面サイズをお選びいただけます。

ここが
オススメ！

上品な光の演出で、
後席の雰囲気を盛り上げます！

ここが
オススメ！

アーム型は、手軽に設置できて位置調節も簡単です！
※対応シャフト径10〜14Φ クルマの仕様によっては取付けができない場合があります

ここが
オススメ！

上下・左右の首振りが可能

シート
バック

シート
バック

シート
バック

シート
バック

アーム型

アーム型

10.2型 9.0型 8.0型 7.0型

2017
NEW

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。 ※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

※SXH10T/SSA9T/SSA9は、8月下旬より順次発売予定です。

2017.06



あそぶ、まなぶ、ドライブ！ 
家族で楽しめるカートイズ・シリーズ。

リアビジョンに出る
歌詞を見ながら歌おう！

後席でお子様と楽しくコミュニケーション。
アルパインのカートイズが、お手伝いします。
リアビジョンで楽しめる「カートイズ・シリーズ」は、ご家族で一緒に遊んだり、学んだりで
きる多彩なラインアップをご用意しています。たとえば専用マイクを使った家族のカラオ
ケバトル。画面の質問にリモコンで答える親子クイズ大会。交通ルールなどが学べるドラ
イブゲーム。お子様の元気な遊びと学びを、楽しくサポートしていきます。

スペースクリエイター専用マイク付属

アルファード/ヴェルファイア専用
スペースクリエイター
SBS-CR1000BT-AV 
標準小売価格 ¥46,000（税別）

ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用
スペースクリエイター
SBS-CR1000BT-NVE-D 

（リヤオートエアコン用）
標準小売価格 ¥46,000（税別）

SBS-CR1000BT-NVE-A 
（リヤクーラー車用）
標準小売価格 ¥46,000（税別）

無料カラオケ
楽曲

ダウン
ロード20曲 キャンペーン期間 ※キャンペーンは予告なく

終了することがございます。
'17 8月1日〜

'18 7月31日

スペースクリエイター

長距離ドライブを、家族のカラオケタイムに。
ヤマハのスマホアプリ「mysound」からカラオケの曲をダウンロードし、スマホ
の操作で音楽スタート。リアビジョンの画面には歌詞を表示。スペースクリエイ
ターからは歌う声がながれ、家族みんなで盛り上がれます！ さらにルームカメラも
装備。後席のようすをナビに映し出すことができます。

※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。 ※カートイズシリーズの新製品は、8月より順次発売予定です。

※スペースクリエイターのカラオケでは、音楽は車載スピーカーから、マイク音声はスペースクリエイターのスピー
カーから出力されます。
※スペースクリエイターとルームカメラ「HCE-CR1000シリーズ」の同時接続はできません

2017
NEW

ヤマハの「mysound」
アプリをご利用ください。

2017.06



CarToys用映像/音声ミニジャック入力ケーブル（6m）
KCE-160VM 標準小売価格 ¥1,500（税別）

ぼくはトミカドライバー
CTS-T01 オープン価格

クルマで学ぼうDVDシリーズ
CTS-GD001：なぞなぞクイズ
CTS-GD002：ぎもんクイズ
CTS-GD003：いきものクイズ
標準小売価格 ￥1,800（税別）

※「クルマで学ぼうDVDシリーズ」
は、株式会社学研プラスとの共同
開発です。

リアビジョンに出る
問題にリモコンで解答！

交通ルールが遊びながら学べる。 クルマのお仕事もゲームで分かる。

リアビジョンを使って
パパみたいに運転できる！

リア専用
マルチリモコン（自光式） 
RUE-RST01 意匠登録済

標準小売価格 ￥6,500（税別）
クイズはDVD3枚、各160問。お子様の年齢に合わ
せてお選びいただけます。

DVDの操作はリアビジョンに付属のリモコンで行えます。

クルマで学ぼうDVDシリーズ

お子様の知育に役立つ
クイズやなぞなぞを満載！
「いつものDVDは飽きたみたいだし、家族の会話を楽しみたい…」
そんなご家族におすすめのDVDシリーズです。お子様が楽しく学べ
るクイズを満載。ドライブも楽しめ、お子様の学びにも役立ちます。

ぼくはトミカドライバー

お子様の大好きなトミカで
遊べるドライブゲーム。
お子様が遊びながら、交通ルールや働くクルマの仕事を学べるドライブ
ゲーム。4つのゲームモードをご用意しています。専用ケーブルでカーナ
ビと接続すれば、ゲーム画面をリアビジョンに映して遊べます。
※本製品は、製造元：株式会社タカラトミー/ 発売元：アルパインマーケティング株式会社の製品です。
アルパインカーナビとの接続が必要です。接続には別売の「KCE-160VM」が必要となります。本製品に
は単3形アルカリ乾電池（4個/別売）が必要です。

※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

2017
NEW

※カートイズシリーズの新製品は、8月より順次発売予定です。

2017.06



多彩なカメラシステムで、
安心を高めるドライブセンサー



 ［ドライブセンサー］

死角を視認できるから、
運転に余裕が持てる。
高感度映像のドライブセンサー。

車種専用カメラガイド線

進行方向を示すガイド線で、より分かりやすい！
●ハンドルの角度に連動して進行方向を示す、ステアリング連動カメラガイド線を表示。
※ステアリング連動ガイド線は、2016年製以降の一部 車種専用カーナビとHCE-C1000D/C2000RD/C4000Dシリーズ
の接続時に表示します。対応モデルは適合表をご確認ください。2015年以前のアルパインカーナビには、ステアリング
連動バックビューカメラ（SGSシリーズ）を接続することで、ステアリング連動ガイド線を表示することができます。

バックドアガイド線

駐車時、バックドアの
開閉もスムーズに！

●バック操作時、バックドアの開閉に必要な距離の目安を表示。

「HDR技術」搭載

映像の黒つぶれ・白とびを抑えます！
●HDR（ハイダイナミックレンジ）技術で明るさを補正し画面全体を見やすく表示。
※C2000RD/C1000D/C2500FD/CS1000/CS2000/C4000D/CC1000シリーズに採用

POINT

1

POINT

3

夜の照明・後続車のライト・強い日差しがあっても、映像が黒つぶれ・白とびしません。ここが
オススメ！

従来カメラの画像 HDR技術搭載カメラの画像

後続車両のヘッドライトが「白とび」している。 ヘッドライトの光を抑え、細部を見やすく表示。

後退する方向が
分かるから、安心して
車庫入れを行えます！

ここが
オススメ！

バックドアが開かず
駐車をやり直すことは、もうありません！

ここが
オススメ！

HDR
ハイダイナミックレンジ

POINT

2

HCE-C1000D-AV装着例

バックドアガイド線
バックドア開閉時に配慮した
ガイド線です。

距離目安マーク
約0.5m、約1m、約2mの目安を
赤・黄・緑で示します。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。 ※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

ステアリング連動
カメラガイド線
ステアリング操作に応じた進路
を青のガイド線で示します。

2017.06



ドライブセンサー／ラインアップ

2カメラ・マルチトップビューシステム NEW

マルチビュー・フロントカメラとマルチビュー・バックカメラを組み合わせ、
トップビュー映像を表示します。
それぞれのカメラは個別に使用することもできます。

HCE-C4000D-□□シリーズ

バックビューカメラ
車種専用バックビューカメラ/バックビューカメラ
取付けキット・ケーブルを含むオールインワン・パッケージ。アルパインカーナビとの
接続時、ステアリング連動カメラガイド線を表示できます。

HCE-C1000D-□□シリーズ／HCE-C1000Dシリーズ

車種専用ステアリング連動バックビューカメラ
ステアリング連動カメラガイド線を表示できます。

SGS-C1000D-□□シリーズ

マルチビュー・フロントカメラ
前方3アングルの視点変更が可能です。

HCE-C2500FDシリーズ

マルチビュー・バックカメラ NEW

後方4アングルの視点変更が可能です。ステアリング連動カメラガイド線を表示できます。

HCE-C2000RD-□□シリーズ
HCE-C2000RDシリーズ

マルチビュー・サイドカメラ NEW

助手席側の死角を表示。
3アングルに切り替え可能です。

HCE-CS2000-□□シリーズ

サイドビューカメラ
助手席側の死角を表示します。

HCE-CS1000

コーナーカメラ NEW

クルマの純正ソナーと連動し、左前方の死角を表示します。

HCE-CC1000-□□シリーズ
※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。

ルームカメラ
後席の様子をカーナビ画面の映像で確認できます。

PKG-CR1000-□□シリーズ

コーナービュー

バックビュー

パノラマビュー

コーナービュー

トップビュー

パノラマビュー トップビュー

製品詳細はWebへ
▲

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧ください。 ※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

※ドライブセンサー・カメラシリーズの新製品は、8月より順次発売予定です。
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  ［ドライブセンサー／主な機能・仕様］

高画質の映像でガイド線を参考にバックができて安心です！ここが
オススメ！

2カメラ・マルチトップビューシステム

トップビュー映像で状況が分かりやすい！
●まるで空から見下ろしたような映像で、周囲と車の位置関係をひと目で把握。
●前後のカメラはフロントカメラ、マルチビュー・バックカメラとしても利用可能。
※左右サイドの映像は録画画像の合成で、リアルタイムの状況を反映するものではありません。

バックビューカメラ

正確なガイド線で、安心してハンドル操作できる！
●車幅・後方距離の目安をカメラ映像内に表示。
●車種ごとに実車を計測した正確なガイド線でより正確な操作をサポート。
※HCE-C1000D-□□/HCE-C2000RD-□□シリーズは2016年製以降のアルパインカーナビ接続時のみ対応します。

上から見ているように周囲を確認できるので、
より安心して駐車や移動ができます！

ここが
オススメ！

コーナービューコーナービュー
カメラ表示エリアイメージ

（水平方向）

パノラマビュー

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

バックビュー

リア・コーナービュー

フロント・コーナービュー

リア・パノラマビュー

フロント・パノラマビュー

リア・トップビュー

フロント・トップビュー

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。
■対応車種および価格は適合ガイドブックまたはアルパインホー
ムページでご確認ください。

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
ダイレクト接続ケーブルが必要となります。

HCE-C1000D-□□-WHCE-C1000D-□□

※バックの
180度対応は
コーナービューのみ

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。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧下さい。 ※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

※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。

車種専用ステアリング連動
バックビューカメラダイレクト接続タイプ
SGS-C1000D-□□（ブラック） 

SGS-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。
■対応車種および価格は適合ガイドブックまたはアルパインホームページ
でご確認ください。

RCA入力（映像用/黄色）がある
カーナビへも接続可能！

2017
NEW

※ドライブセンサー・カメラシリーズの新製品は、8月より順次発売予定です。

アルファード専用2カメラ・マルチトップビューシステム NEW

HCE-C4000D-AL
（カメラカラー：ブラック/フロントカメラキット色：メッキ）
※対応車種：アルファード（30系）

 
HCE-C4000D-ALB

（カメラカラー：ブラック/フロントカメラキット色：ダークメッキ）
※対応車種：アルファード（30系：特別仕様車“TYPE BLACK”）

ヴェルファイア専用2カメラ・マルチトップビューシステム NEW

HCE-C4000D-VE（カメラカラー：ブラック）※対応車種：ヴェルファイア（30系）

標準小売価格 ¥83,000（税別） 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 C4000D-AL装着イメージ

2017.06



  ［ドライブセンサー／主な機能・仕様］

パノラマビュー

コーナービューコーナービュー
カメラ表示エリアイメージ

（水平方向）

トップビュー

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

トップビュー

マルチビュー・フロントカメラ   ボイスタッチ対応

狭いT字路などで左右の安全確認をスムーズに。
●3パターンの映像を用途に応じて切り替えて、前方の様子を確認できます。
※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。「トヨタ ダイレクト接続対応の「HCE-C2500FD-Y」については適合車種をご確認ください。

マルチビュー・バックカメラ

4パターンの映像をシーンに合わせて表示可能。
●4つの映像を切り替えて後方を表示。バック駐車などがより正確に行えます。
●通常のバックビューをウインドウで表示。死角にとなる車両後方の両サイドの
　状況を確認できます。

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）
■対応車種は適合ガイドブックまた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 NEW

標準小売価格 ¥28,000（税別）コーナービュー
左右の様子をより詳しく確認できます。

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。

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。

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。

見通しの悪い交差点や、前方の車止めを確認できるので安心です！ここが
オススメ！

車両の後方や死角をマルチビューで確認できるから、バック操作も安心に行えます！ここが
オススメ！

車種専用マルチビュー・バックカメラパッケージ NEW

HCE-C2000RD-□□（ブラック）

HCE-C2000RD-□□-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。
■対応車種および価格は適合ガイドブックまたは
アルパインホームページでご確認ください。

マルチビュー・バックカメラ
ダイレクト接続タイプ NEW

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）またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧下さい。 ※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

2017
NEW

※ドライブセンサー・カメラシリーズの新製品は、8月より順次発売予定です。
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  ［ドライブセンサー／主な機能・仕様］

マルチビュー・サイドカメラ   ボイスタッチ対応

多様なシーンで役立つサイド用カメラ。
●駐車時や車庫入れ時、幅寄せ時など、シーンに応じて3パターンの映像を表示できます。

サイドビューカメラ   ボイスタッチ対応

助手席側の縁石や障害物を映像で確認。
●車両前方30cm、車両側方15cmのガイド線で、幅寄せもスムーズ。
●サイドカメラもHDR技術搭載で暗い場所でもしっかり見える。

ドアミラー下やリアドア周辺、後方など、車両の左サイドを確認でき便利です！ここが
オススメ！

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 NEW

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（30系）

家族の乗り降りで幅寄せする時や、縦列駐車する時などに便利です！
※カメラガイド線表示、画面上のカメラ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。

ここが
オススメ！

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）があるカーナビへも接続可能！

※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。

アルファード（30系）装着イメージ
※取付けには別売のパーフェクトフィットが
必要となります。

アルファード（30系）装着イメージ

幅寄せ時（前方）
左前方・周辺を確認できる

幅寄せ時（後方）
スライドドア付近の障害物を確認できドア
の接触を防止

狭い車庫へ入れる時（接触防止）
ミラーをたたんだ状態で左後方を確認可能

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧下さい。 ※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

2017
NEW

※ドライブセンサー・カメラシリーズの新製品は、8月より順次発売予定です。
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  ［ドライブセンサー／主な機能・仕様］

ルームカメラ

振り返ることなく後席の様子を映像で確認。
●車内のBピラーに取付けたカメラが、後席の様子を映像表示。
●赤外線LED搭載で、夜間にライトを点灯しなくても映像が見られる。

コーナーカメラ   ボイスタッチ対応

ソナーと連動し左前方の映像を自動表示。
●車両のソナーが左前方の障害物を感知した際に連動して映像を表示。

夜は車内が暗いままでも後席のお子様の寝顔まで確認できます！ここが
オススメ！

縦列の抜け出しや狭い路地などでの確かな操作をサポートします！
※対応車種：アルファード/ヴェルファイア（30系）

ここが
オススメ！

アルファード（30系）装着イメージ

ルームカメラ
HCE-CR1000 
標準小売価格 
¥9,800（税別）
※汎用取付けキット付属

アルファード/ヴェルファイア専用ルームカメラ
PKG-CR1000-AV（キット色：グレー）

PKG-CR1000-AV-B（キット色：ブラック） NEW   

標準小売価格 ¥14,800（税別）
【対応車種】アルファード/アルファード ハイブリッド/ヴェルファイア/
ヴェルファイア ハイブリッド（30系：27/1〜現在）

ヴォクシー/エスクァイア/ノア専用ルームカメラ
PKG-CR1000-NVE 
標準小売価格 ¥14,800（税別）

【対応車種】ヴォクシー（80系：H26/1〜現在）、ヴォクシー ハイブリッド（80系：H26/2
〜現在）、ヴォクシー ハイブリッドZS（80系：H28/1〜現在）、エスクァイア/エスクァイ
ア ハイブリッド（H26/10〜現在）、ノア（80系：H26/1〜現在）、ノア ハイブリッド（80
系：H26/2〜現在）、ノア ハイブリッドSi（80系：H28/1〜現在）

シエンタ専用ルームカメラ
PKG-CR1000-SI  標準小売価格 ¥14,800（税別）

【対応車種】シエンタ/シエンタ ハイブリッド（H27/7〜現在）

カーナビ画面で、後席の様子を確認。 赤外線LED搭載で暗くても様子が見える。

アクア・ナビレディパッケージ付車専用
ステアリング連動
バックガイド線表示ユニット

【アクア・ナビレディパッケージ付車（H23/12〜現在）専用】

SGS-Y200NR-AQ 
標準小売価格 ¥19,000（税別）
※2014年/2015年製アルパインカーナビ接続用。
※2016年/2017年製アルパインカーナビは
KWX-Y300NRが利用できます。

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

【トヨタ ナビレディパッケージ付車用】

KWX-Y300NR 
標準小売価格 ¥1,500（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。

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

【ホンダ ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用】

HCE-C03VC 
標準小売価格 ¥6,000（税別）

ホンダ ナビ装着用
スペシャルパッケージ付車用
リアカメラ接続ケーブル

【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】

KWX-H001ST 
標準小売価格 ¥3,000（税別）

メーカー純正カメラ接続用アクセサリー  メーカー純正カメラをアルパインカーナビと接続する製品のご案内

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧下さい。 ※画像は開発中のもので実際とは異なる場合があります。

2017
NEW

※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 NEW

HCE-CC1000-AL 
※対応車種：アルファード（30系）

HCE-CC1000-VE 
※対応車種：ヴェルファイア（30系）

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。

※ドライブセンサー・カメラシリーズの新製品は、8月より順次発売予定です。

2017.06



家族のハッピーカーライフを彩る、
オプション＆アクセサリー



R［新車計画／ラインアップ］

ドアハンドルプロテクトシート（4枚1セット）
SSK-DR01AV 標準小売価格 ¥5,000（税別）

サイドミラープロテクトシート（2枚1セット）
SSK-SM01AV 標準小売価格 ¥5,000（税別）

サイドミラー
プロテクトシート

（2枚1セット）
SSK-SM02CHR 
標準小売価格 
¥5,000（税別）

ドアハンドル
プロテクトシート

（2枚1セット）
SSK-DR02Y 
標準小売価格 
¥2,500（税別）

ドアハンドル
プロテクトシート

（4枚1セット）
SSK-DR03CHR 
標準小売価格 
¥5,000（税別）

セカンドシートカバー
SSK-2SE01AV
標準小売価格 ¥7,500（税別）
※パワーシートには取付けできません。

シートレールプロテクト
シート（1台分）
SSK-SR01AV
標準小売価格 ¥12,000（税別）

サードシート
バックカバー
SSK-SB01AV
標準小売価格 
¥9,000（税別）

パワーシートビルトイン 
1ポートUSB
KCU-Y001AV
標準小売価格 
¥6,000（税別）

トランク
プロテクトカバー
SSK-TR01AV
標準小売価格 
¥10,000（税別）

パワーシートビルトイン 
1ポートUSB（増設用）
KCU-Y011AV
標準小売価格 
¥4,500（税別）

リアゲート
プロテクトカバー
SSK-RG01AV
標準小売価格 
¥6,500（税別）

センターコンソール
ビルトイン 
2ポートUSB
KCU-Y002AV
標準小売価格 ¥9,000（税別）

TOYケースバッグ（ブラック）
SSK-TB01-1 標準小売価格 ¥14,800（税別）

TOYケースバッグ（デニム柄）
SSK-TB01-2 標準小売価格 ¥14,800（税別）

後席用ラグマット（2列目）
SSK-RM01AV
標準小売価格 ¥15,000（税別）

後席用ラグマット（3列目）
SSK-RM02AV
標準小売価格 ¥10,000（税別）

USBポートを、セカンドシートへ設置。
※ガソリン車のみ対応 ※販売店オプションのアクセサリーコンセント（AC100V・100W）装着車は除く

※2017年4月現在のものです。4月以降の車両は変更されている場合があります。

キズや汚れから守りながら、いつまでも新車のままで、よりスタイリッシュに。

家族みんなでのドライブで使える、お役立ちラインアップ。
子どものおもちゃや家族の荷物を
まるごと収納・整理。TOYケースバッグ。

荷物によるキズ・汚れを防止。新車のラゲージスペースに。

開けばレジャーシートにもなる、
2WAYバッグ

シートベルトパッド
SSK-SP01AV
標準小売価格 ¥3,000（税別）

ティッシュケース
SSK-TC01AV
標準小売価格 ¥5,500（税別）

リモコンケース
SSK-RC01AV
標準小売価格 ¥4,000（税別）

アシストパッド
SSK-AP01AV
標準小売価格 ¥5,000（税別）

ドア/サイドステッププロテクトシート
（フロントＬ/Ｒ、リアＬ/Ｒ）

※7人乗り/8人乗り用 ※助手席スーパーロングスライド
シート以外のグレードに適合

SSK-SS01AV 
標準小売価格 ¥19,800（税別）

ドア/サイドステッププロテクトシート
（フロントＬ/Ｒ、リアＬ/Ｒ）

※7人乗り用 ※助手席スーパーロングスライドシート用

SSK-SS02AV 
標準小売価格 ¥19,800（税別）

TOYケースバッグ
（デニム柄、2WAYバッグ）
SSK-TB01-3
標準小売価格 ¥28,000（税別）
※TOYケースバッグはLサイズミニバンにお使いいただけます。

アルファード/ヴェルファイア専用

C-HR専用 トヨタ車専用

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧下さい。
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■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。
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

ビルトイン
USB/HDMI接続
ユニット用
iPod/iPhone接続
HDMIケーブル
KCU-G60i 
標準小売価格 
￥2,500（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、ライトニングケーブルが必要です。

Lightning-
Digital 
AVアダプタLightningUSB

HDMI
［A］

HDMI
［A］ TypeA HDMI

アップル純正
ライトニング
コネクタ

USBiPhone/iPod

MHL接続

ビルトイン
USB/HDMI接続ユニット用
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

ビルトイン
USB/HDMI接続ユニット用
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。
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

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）

iPod/iPhone用
Lightningケーブル（0.2m）
KCU-471i
標準小売価格 ￥3,500（税別）

Lightning-Digital 
AVアダプタ 

（アップル製）

TypeA HDMI

アップル純正
ライトニング
コネクタ

USBiPhone/iPod

MHL接続
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）

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（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）

TypeA HDMI

TypeD HDMI
（マイクロHDMI）

USB/
マイクロUSB

HDMI出力
対応機器

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。

トヨタ車用ビルトインUSB/HDMI
接続ユニット（1.5mケーブル）
KCU-Y60HU 
標準小売価格 ￥8,000（税別）
＊純正スイッチパネルに装着可能

（トヨタ車以外は付属の汎用取付
けパネルで任意の場所に装着可能）

トヨタ車用ビルトインUSB/HDMI
接続ユニット（1.75mケーブル）
KCU-Y61HU 
標準小売価格 ￥8,500（税別）
＊純正スイッチパネルに装着可能

トヨタ車用ビルトインUSB/HDMI接続ユニット
（1.75mケーブル） NEW
KCU-Y62HU 標準小売価格 ￥8,500（税別）

光ビーコンレシーバー付ETC2.0車載器 
※ビルトイン取付け対応

HCE-B110V
標準小売価格 
￥45,000（税別）
別売のパーフェクトフィットで美
しく取付けられます。
＊HCE-T062との同時接続はできません。

パーフェクトフィット使用例

■交通情報提供サービスの違いと対応する機器
ETC2.0 電波ビーコン 光ビーコン

情報提供の方法 電波（5.8GHz帯） 電波（2.4GHz帯） 赤外線

情報提供の場所 主に高速道路 主に高速道路 主に一般道

情報の範囲 前方約1,000km 前方約200km 前方約30km/後方約1km

【ワンポイントアドバイス】電波ビーコン（2.4GHz）からの情報提供は2022年3月31
日に停止され、ITSスポットからの情報提供に一本化されるため、これから長期的に
道路情報を取得していくには、光ビーコンレシーバー付ETC2.0車載器HCE-B110V
がオススメです。

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。

高速道路での運転が、より安全・快適・お得に。
ETC2.0車載器は高速道路の利用料金収受機能だけではなく、高速道路の渋滞ポイント・
合流ポイントを事前に画像や音声でお知らせします。さらに従来の渋滞情報、安全運転支
援、災害時支援情報といったITSスポットサービスに加え、高速道路での料金割引などの
新サービスもご利用いただけます。
＊道の駅などでの情報接続サービスおよび料金決済サービスには非対応です。 

「ETC2.0」については、下記ホームページをご覧ください。
■国土交通省「ETC2.0」　http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/etc2/index.html
■ETC総合情報ポータルサイト　http://www.go-etc.jp/
■財団法人 道路交通情報通信システムセンター（VICSセンター） http://www.vics.or.jp/
※全国の高速道路本線上を中心に展開するITSスポットでは、道路延長で最大約1,000kmの道路を対象に区画ごとの所要
時間データが提供されます。

ETC2.0車載器 
※ビルトイン取付け対応 

HCE-B110 
オープン価格
別売のパーフェクト
フィットで美しく取付
けられます。

ETC車載器 
※ビルトイン取付け対応 

HCE-B053 
標準小売価格 
￥22,000（税別）
別売のパーフェクトフィット
で美しく取付けられます。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧下さい。 
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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
（20系：H23/11〜H27/1）専用エネルギーモニターBOX

EDP-Z50-AVH 標準小売価格 ￥20,000（税別）

 注意：本製品と別売のフロントビューマルチカメラ（HCE-C250FDなど）
を同時接続することはできません。

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）

液晶に指紋や汚れをつけず、高画質もキープ。
カーナビ用超透明フィルム/カーナビ用指紋防止ARフィルム
カーナビ画面に指紋や汚れはつけたくない。でも保護
フィルムを貼ると画質が落ちそう…。この超透明フィル
ムなら、高精細映像はそのままで、液晶画面をしっかり
保護します。また指紋防止ARフィルムもご用意します。

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

2013/2014年製ビッグXプレミアム載せ替えキット
アルファード/ヴェルファイア（30系）に、EX1000/EX900/EX009Vシリーズ（2013/2014年発売）を取付けるためのキットです。

ハイブリッド車のエネルギーモニターをグレードアップ

モデル名 仕様/サイズ（mm） 標準小売価格
（税別）

KAE-EX11Z-AR NEW   EX11Z用指紋防止ARフィルム/専用サイズ ￥3,000

KAE-EX11CPF EX11V用超透明フィルム/247.5 ×147.0 ￥4,000

KAE-EX10CPF EX10Z/EX10V用超透明フィルム/237.3×146.7 ￥3,800

KAE-EX9CPF EX9Z/EX9V用超透明フィルム/208.6×125.6 ￥3,500

KAE-X9CPF2 X9Z/X9ZA/X9VA/X9V/X9S用超透明フィルム/222.8×111.0 ￥3,500

KAE-EX8CPF EX8Z/EX8V用超透明フィルム/183.9×115.3 ￥3,200

KAE-X8CPF X8Z/X8V用超透明フィルム/183.9×106.9 ￥3,200

KAE-7CPF 7型用超透明フィルム /155.6×79.9 ￥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。

カーナビでウォークマンの動画・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。

カーナビでUSBメモリの音楽を楽しむ
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。

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（0.2m）
＋USB接続延長ケーブル（1.5m）
KCU-470i
標準小売価格 ￥4,500（税別）
※USBメモリ接続可能

iPod/iPhone用Dock接続ケーブル（0.2m）
＋USB接続延長ケーブル（1.5m）
KCU-460iV 
標準小売価格 ￥3,000（税別）
※USBメモリ接続可能 ※アナログビデオ再生可能

iPod/iPhone用Dock接続ケーブル（0.2m）
＋USB接続延長ケーブル（1.5m）
KCU-462i 
標準小売価格 ￥2,500（税別）
※USBメモリ接続可能

または または

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）

USB接続ケーブル（1.5m）
KCU-260UB 標準小売価格 ￥1,500（税別）
※KCU-470i、KCU-511WM、KCU-610HD、KCU-610MH
にもUSB接続ケーブルが付属されています。
※USBメモリの動作保証は行っておりません。

10型ビッグXプレミアム EX1000シリーズ載せ替えキット適合一覧 H27/9現在

メ
ー
カ
ー

車種 年式 型式 載せ替え対象 
ナビゲーション

BIG Xプレミアム 
載せ替えキット 価格

プレミアム専用 
インダッシュ

パネル 
キースイッチ

専用電源 
ハーネス専用

取付キット　

純正
ステリモ

変換
ハーネス

フィルム
アンテナ

GPS 
アンテナ

オープニング画面 
サウンドセッティング 

カメラガイド線
車両サイズ

備考

ト
ヨ
タ

アルファード（30系） H27/1～現在
GGH30W/GG-
H35W/AGH30W/
AGH35W

EX1000-AL 
EX1000-AL-GO 
EX1000-ALH 
EX1000-VE 
EX1000-VE-GO 
EX1000-VEH

KTX-RP1000-AV オープン  ○  × 
※1  ○  ○  × 

※1  △※2 

パネルカラー：ブラック　
キースイッチ色：ブラック
LED色：ホワイト
車両側樹脂フレーム及びハ
ザードスイッチコードカバー
の一部切除が必要です。
※1 電源ハーネスキット/GPS
アンテナは載せ替えるナビの
付属品を流用してください。
※2 車種専用チューニング
用のデータはアルパインホー
ムページよりダウンロードで
きます。

アルファード ハイブリッド（30系） H27/1～現在 AYH30W

ヴェルファイア（30系） H27/1～現在
GGH30W/GG-
H35W/AGH30W/
AGH35W

ヴェルファイア ハイブリッド（30系） H27/1～現在 AYH30W

9型ビッグXプレミアム EX900/EX009Vシリーズ載せ替えキット適合一覧 H27/9現在

メ
ー
カ
ー

車種 年式 型式 載せ替え対象 
ナビゲーション

BIG Xプレミアム 
載せ替えキット 価格

プレミアム専用 
インダッシュ

パネル 
キースイッチ

専用電源 
ハーネス専用

取付キット　

純正
ステリモ

変換
ハーネス

フィルム
アンテナ

GPS 
アンテナ

オープニング画面 
サウンドセッティング 

カメラガイド線
車両サイズ

備考

ト
ヨ
タ

アルファード（30系） H27/1～現在
GGH30W/GG-
H35W/AGH30W/
AGH35W

EX900-AL 
EX900-AL-GO 
EX900-ALH 
EX900-VE 
EX900-VE-GO 
EX900-VEH 
EX009V-AL 
EX009V-AL-GO 
EX009V-ALH 
EX009V-VE 
EX009V-VE-GO 
EX009V-VEH

KTX-RP900-AV オープン  ○  × 
※1  ○  ○  × 

※1  △※2 

パネルカラー：ブラック
キースイッチ色：ブラック
LED色：ホワイト
車両側樹脂フレーム及びハ
ザードスイッチコードカバー
の一部切除が必要です。
※1 電源ハーネスキット/GPS
アンテナは載せ替えるナビの
付属品を流用してください。
※2 車種専用チューニング
用のデータはアルパインホー
ムページよりダウンロードで
きます。

アルファード ハイブリッド（30系） H27/1～現在 AYH30W

ヴェルファイア（30系） H27/1～現在
GGH30W/GG-
H35W/AGH30W/
AGH35W

ヴェルファイア ハイブリッド（30系） H27/1～現在 AYH30W

■純正のインダッシュパネルとは若干色・柄が異なる場合がございます。 ■ビッグXプレミアムシリーズは車種毎に専用設計されたカーナビ本体と車種毎に取付けに必要な部品一式をセットにした受注生産モデルです。 ■上記は基本的に
オーディオレス車への適合となります。 ■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様が異なるため取付けできません。 ■ステアリングリモコンの対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記
です。 ■適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。 ■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適応が変更になる場合があります。 ■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■取付け・配線には専門技術
と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。

※詳細な対応車種と年式については適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧下さい。
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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。詳しくは適合表をご確認ください。

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

リアビジョン電源変換ユニット ビデオ入力ケーブル 複数のモニターで
リアビジョンリンクの映像を楽しむ

リアビジョンを見て楽しい時間を過ごした
いけれど、長いドライブでは目の疲れなど
も気になります。長時間視聴対策として、
画面サイズ別にブルーライトカットフィル
ムもご用意しました。

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 PHX11X-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。

リアビジョン電源変換ユニット
KWX-TB100 標準小売価格 ￥2,000（税別）
※リアビジョンの電源取り出し位置をACC（アクセサリー）電源
から常時電源に変更できます。
※2016年モデルのリアビジョンには必要ありません。

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）

リアビジョン外部入力
追加ケーブル NEW

KCE-AUX01RV 
標準小売価格 

￥2,000（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。

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）

プリウス/アクア/ポルテ/スペイド 
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/2015年/2016/2017年製アルパインカーナビ接続用

マルチインターフェイスBOX  
IFB-N100
標準小売価格 ￥10,800（税別）
※バックビューカメラ、フロントカメラ、
サイドビューカメラ、ルームカメラを同
時接続できます。 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。

フロントカメラ・
サイドカメラ 
ダイレクト切替スイッチ  
HCE-CS100G  
標準小売価格 

￥2,500（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

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/2015年製アルパインカーナビ接続用

HDMIリアビジョン
リンクケーブル

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ケーブル リアビジョンリンク専用リモコン

リアビジョンリンクケーブル
（天井取付け型用）
KWX-700RL 
標準小売価格 

￥4,800（税別）

リアビジョンリンク
リモコン（リア専用）
RUE-4214
標準小売価格 

￥3,000（税別）

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）

リアビジョン用
RCA映像出力コネクター
KCE-190V 
標準小売価格 ￥800（税別）

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）

リアビジョンリンクケーブル
（天井取付け型用）
KWX-600RL2 
標準小売価格 

￥3,800（税別）

リアビジョンリンクケーブル
（アーム取付け型用）
KWX-500RL2-M 
標準小売価格 

￥3,800（税別）

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適合ガイドブックまたはアルパインホームページをご覧下さい。 

2017.06

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

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。


