2014 年 12 月 11 日

新製品のご案内
アルパイン株式会社
アルパインマーケティング株 式会 社

トヨタ・プリウスα （H26/11～現在：マイナーチェンジ後）専用
ビッグ X プレミアム「EX900-PRA2」を発表
あわせて車種専用ステアリング連動バックビューカメラなども発表
カーナ ビゲ ーシ ョンを はじ めと した カーエ レク トロ ニク ス製 品の開 発・製造 ・販 売を行 うア ルパ イ
ン株式 会社（ 東京 都品 川区、宇佐 美 徹 社長、 東証 1 部、資 本金 ：259 億 2,059 万円 ）と、 その 国内
マーケ ティ ング 部門で ある アル パイ ンマー ケテ ィン グ株 式会社 （東 京都 大田 区、岩 渕 和夫社 長） は、
9 型大画 面を 搭載し た「ビッグ X プ レミア ム

EX900 シリ ーズ 」の 新製 品とし て、トヨ タ・プリ ウス

α（ H26/11～現 在： マイ ナー チェ ンジ 後） 専用 モデ ル「EX900-PRA 2」 を発 表。 あわ せて 同車 専用
のステ アリ ング 連動カ メラ、バ ック ビュー カメ ラ取 付け キットの新 製品 を発 表。ま た、 あら たに トヨ
タ・エ スクァ イア /ヴ ォク シー /ノ ア専用 のサ イドビ ュー カメラ 取付 けキッ トを 発表 。2015 年 1 月中
旬より順次、全国のアルパイ ン製 品取扱 店に て販売 を開 始いた しま す。

【 2014 年 12 月度

トヨタ・プリウスα （H26/ 11～： マイナ ーチェ ンジ後 ）専用 新製品一覧 】

■ビッグ X プレミアム「EX900 シリーズ」（9 型画面）
品番

EX900-PRA2

商品名
トヨタ・プリウスα専用カーナビ

※意匠登録出願中
価格

発売予定

（税別/取付費別）

時期

オープン

対応年式：H26/11～現在（マイナーチェン ジ後）

2015 年
2 月中旬

■車種専用ステアリング連動バックビューカメラ/バックビューカメラ取付けキット
品番

商品名

価格

発売予定

（税別/取付費別）

時期

トヨタ・プ リウス α専用 ダイレ クト接 続ステア リング 連動バ
SGS-C920D-PRA2

ックビューカメラ

￥28,500

対応年式：H26/11～現在（マイナーチェン ジ後）

2015 年
1 月中旬

トヨタ・プ リウス α専用 ダイレ クト接 続ステア リング 連動バ
SGS-C920D-PRA2-W

ックビューカメラ：パールホワイト
対応年式：H26/11～現在（マイナーチェン ジ後）
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￥28,500

2015 年
1 月中旬
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SGS-C920D-PRA2-

トヨタ・プ リウス α専用 ダイレ クト接 続ステア リング 連動バ
ックビューカメラ：LED ライト付 属

LED

￥30,700

対応年式：H26/11～現在（マイナーチェン ジ後）

SGS-C920D-PRA2-W
-LED

トヨタ・プ リウス α専用 ダイレ クト接 続ステア リング 連動バ
ックビューカメラ：パールホワイト/ LED ラ イト付 属

￥30,700

対応年式：H26/11～現在（マイナーチェン ジ後）

￥3,800

トヨタ・プリ ウスα専 用バッ クビュ ーカメ ラ取付 けキッ ト：
KTX-C40PRA2-W

ホワイト

1 月中旬

2015 年
1 月中旬

対応年式：H26/11～現在（マイナーチェン ジ後）

トヨタ・プリウスα専用バックビュー カメラ 取付け キット
KTX-C40PRA2

2015 年

￥3,800

対応年式：H26/11～現在（マイナーチェン ジ後）

2015 年
1 月中旬

2015 年
1 月中旬

※従来モ デルの プリウ スα専 用カー ナビ「 EX90 0-PRA」、 プリウ スα専用 ステア リン グ連動 カメラ 「SGS-C9 20D-PRA」 シリ
ーズ、バックビューカメラ取付けキ ット「 KTX- C40P RA/同 C40P RA-W」 は車両 側形状 が異な るため 取付け できま せん。

【新製品の主な特長】
■ トヨタ・プリウスα（H26/ 11～：マイナーチェンジ後）に対応
ビッグ X プレ ミアム「EX 900-P RA2」をは じめ、ステ アリ ング連 動バ ックビ ュー カメラ や取 付け キ
ットの 新製品 は、ト ヨタ・ プリ ウスαのマ イナー チェ ンジ後 （H26/11～ 現在） に対応 。さま ざま な専
用チューニングにより、コク ピッ トでの 美し い装着 や安 心・安 全の ドラ イブを サポ ートし ます 。

■ 7 型比 1.8 倍となる 9 型大画面を搭載
「EX900-PRA 2」は 、一般 的な 市販 型カーAV /ナ ビゲ ーショ ン一 体機の約 1.8 倍と なる 9 型 大画 面
を搭載 。ス ーパ ークリ アパ ネル 液晶 に透過 率が 高いガラ ス静電 パネ ルと 低反 射フィ ルム を採 用す るこ
とで高 画質な 地図 表示 、映像 再生 を実現 。地 図は 9 型 専用 で広範 囲に 表示 するな ど、 すぐれ た視 認性
と情報表示を実現しています 。

■ “ Tuned by Alpine ” で、お客様の“おクルマ専用”にチューニング
「EX900-PRA 2」は、 “Tuned by Alpine ”（ チュー ンド・ バイ・ アル パイン ）と呼 ばれ るプリ ウス α
専用の チュー ニン グが 施され てい ます。マイ ナー チェン ジ後 のプ リウス αの ダッシ ュボ ードに 合わ せた
美しい 装着 や、 車種ご とに 臨場 感あ ふれる 音を 創り 出す サウン ドチ ュー ニン グ。ま た実 車計 測に よる
正確なバックカメラガイド線など により 、お 客様の 快適 で安心 、安 全な ドライ ブを サポー トし ます。

■ 後席だけで DVD や地デジ放送が視聴できる「ダブルゾーン」機能
「EX900-PRA 2」 は、 DV D や地上 デジ タル 放送 が後 席の みで 視聴可 能な 「ダ ブル ゾー ン」 機能 に
対応。 フロ ント シート とリ アシ ート でお好 きな 映像 や音 楽を楽 しむ こと がで きるほ か、 リア ビジ ョン
リンク 機能 でリ アビジ ョン から 目的 地設定 など のナ ビ操 作も行 え、 家族 全員 が楽し くド ライ ブす るこ
とができます（※1）。
また 2014 年モ デル のリア ビジ ョンシ リー ズと は HDMI 接続 が可 能（※ 2）。 スマ ートフ ォン を接 続
して動画やアプリを楽しむこ とも できま す。
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さらお 子様 が楽し める 知育系 ゲー ムな どのス マー トフ ォンア プリ を紹介 する 専用 サイト も開 設。 お
子様が退屈せずにドライブで きる 時間を 提供 します 。
※1：リアビジョンリンクおよびダブ ルゾー ン機能 の利用 には別 売の接 続ケー ブルと 専用リ モコン が必要 です。
※2：リアビジョンと HDMI 接続する には別 売の HDM I ケー ブルが 必要で す

■ よく行くチェーン店の検索や高速渋滞インフォなど、子育て家族に便利な機能を満載
楽しく 快適な ドラ イブ をサポ ート するさ まざ まな機 能を 搭載し てい るの も「 EX900-PRA 2」の特 長
です。 ファ ミリ ーレス トラ ンや ファ ースト フー ド、 コン ビニエ ンス スト アな ど、よ く利 用す るチ ェー
ン店を すぐ に探 しだせ る「 クイ ック お気に 入り 周辺 検索 」は、 現在 地の 地図 を同時 表示 する とと もに
利用頻度の高いジャンルも一 画面 内に表 示。 ストレ スの ない目 的地 探し が行え ます 。
また、目的 地まで の案 内ルー トに ある高 速道 路の渋 滞状 況が 事前に わか る「高 速渋 滞イ ンフォ 」は 、
VICS 情報 をも とに高 速道 路の渋 滞状 況を見 やす く表 示して 、
目的 地ま での快適な ドラ イブを サポ ート
します。

■ 高精度の自車位置やサウンドシステムアップにも対応
「EX900-PRA 2」は、従 来の GPS 受 信に加 えて 準天 頂衛星「み ちびき 」や「グ ロナ ス」、「SBAS」
を合わ せた クワッ ド受 信（ 4 つ の衛星 によ る受信 ）に 対応 。衛星 信号 の受け にく い高 層ビル 街や 立体
駐車場でも高精度に自車位置 を表 示しま す。
さらに 地図 スクロ ール にはス マー トフ ォンラ イク なフ リック ＆ド ラッグ 操作 を採 用。ス ムー ズな 地
図移動が行えます。
「オー トサ ウン ドウ ェブグ ラン プリ 2014

ゴ ール ドア ワード 」（ 主催 ：ス テレオ サウ ンド 社） を

受賞す るなど 高音 質が 高く評 価さ れてい るオ ーディ オ部 では、シス テム アップ 用に 3 プリア ウト を装
備。外部アンプを接続すれば、よ り本格 的な サウン ドシ ステム 構築 が可 能です 。

■ 「バックドアガイド線」も表示するバックビューカメラ
もはや 自動車 の必 需品 である バッ クビュ ーカ メラ。「SGS-C 920D-PRA2 シリー ズ」は 、プリ ウス α
専用チ ュー ニン グによ りカ メラ から の距離 をガ イド 線で 表示す るほ か、 ステ アリン グ操 作に 連動 した
ガイド 線が 進行 方向を 表示 。さ らに バック ドア ガイ ド線 も表示 する こと で、 駐車場 の後 方に フェ ンス
や障害物などがあるときでも 安心 ・安全 な駐 車をサ ポー トしま す。

SGS-C920D-PRA2-W

装着イメージ
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■発売中のプリウスα（H26/11～現在：マイナーチェンジ後）に対応するその他製品
品番

商品名

価格

発売予定

（税別/取付費別）

時期

￥16,800

発売中

\2,500

発売中

￥2,000

発売中

オープン

発売中

￥30,500

発売中

￥12,800

発売中

￥4,500

発売中

￥4,800

発売中

￥1,700

発売中

￥1,800

発売中

トヨタ・プ リウスα（H23/5～ 現在）対応サイ ドビュ ーカメ

KTX-Y003PR

ラ取付キット
※サイド ビュー カメラ（H CE-C90 S：￥12,800/税･ 取付費
別）に対応
HCE-C9 20シ リーズ 用バ ック ビュー カメ ラダイ レク ト接続

KWX-Y004VO

KTX-Y20B

ケーブル

DSRC/ET C ユニ ット ビ ルト イン 取付 用 パー フェ ク トフィ
ット

※HCE-B110V/HCE-B053（別売 ）に対 応

トヨタ・プリウスα専用リアビジョン
9 型 LED WVGA 液 晶モニ ター/ HDM I リアビ ジョン リンク

PKH-M900SV-PRA

対応（ 接続 ケーブ ル/リ モコ ン別売 ）/ス テレオ スピ ーカー
内蔵/プリ ウスα 専用天 井取 付けキ ット/映 像・ 音声 用 RCA
ケーブル付属(1m)
トヨタ・プリウスα専用リアビジョン

PKG-M900C-PRA

9 型 LED WVG A 液晶モ ニター/モ ノラル スピー カー内 蔵/
プリウスα 専用天 井取付 けキッ ト/映像・音声用 RCA ケーブ
ル付属(1m)

KTX-Y409VG

KCU-610RV

9 型リアビジョン取付けキット（カ ラー：グ レー）
※PCH-RM955B/TMX-RM905B（別売） 専用

HDMI 接続リアビジョン用リアビジョ ンリン クケー ブル
PCX-RM35 05

KWX-700RL

シ リ ー ズ /TMX-RM3205

シ リ ー ズ

/TMX-RM3005 シリ ーズ/TM X-RM905 B 用リ アビ ジョン
リンクケーブル
9 型カーナビディスプレイ用

KAE-N900PF

KAE-R900BF

指紋プロテクトフィルム

（サイズ：196.6×110.7 ㎜）
9 型リアビジョン用ブルーライトカ ットフィ ルム
（サイズ：197.0×111.1 ㎜）
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■サイドビューカメラ取付けキット（トヨタ・エスクァイア/ヴォクシー/ノア専用）
品番

商品名

価格

発売予定

（税別/取付費別）

時期

エス クァ イア/ エス クァ イ ア ハイ ブリ ッド （H26/1 0～現
在）、 ヴォク シー/ノ ア（H 26/1～ 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）/ヴ ォクシ
KTX-Y007NVE

ーZS“ 煌“ （80 系）（H 26/11～ 現在） 専用

サイ ドビュ

￥16,800

ーカメラ取付けキット

2015 年
1 月下旬

※サイド ビュー カメラ（H CE-C90 S：￥12,800/税･ 取付費
別）に対応

【新製品の主な特長】
■ クルマの横方向が見えて安心なサイドビューカメラのスマート装着キット
クル マの 乗り 降りで 幅寄 せす ると きや縦 列駐 車な ど、横方向 にあ る道 路の 縁石や 障害 物が 見え て安
心 な サ イ ド ビ ュ ー カ メ ラ「 HCE-C90S」 （ 標 準 小 売 価 格
「KTX-Y007NV E」 （標 準小 売 価格

￥ 12,800/税 ・ 取 付 費 別 ）。 新 製 品 の

￥ 16,800/税 ・取 付 費別 ）は 、人 気の ミド ルサ イズ ミ ニバ ンで

あるト ヨタ・エ スク ァイ ア/ヴォク シー /ノ ア専 用の HC E-C 90S 取付 けキ ットで す。左 側ドア ミラ ーへ
スマー トに 取付 けるこ とで 、ご 家族 の乗り 降り や駐 車の 際に目 の届 かな い場 所もナ ビ画 面に 表示 。安
心してクルマを横付けするこ とが できま す。

KTX-Y007NVE

装着イメージ
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［新製品の主な仕様］
＜EX900-PRA2＞
ナビ ゲーショ ン部
受信周波数

1575.42MHｚ ±1MHz

受信感度

-130ｄBm

外形寸法

26.0 ㎜（幅）ｘ12.9 ㎜（高さ）ｘ26.0 ㎜（奥行）

重量

12g

画面サイ ズ

9型

表示方法

透過型 TN 液晶

駆動方式

TFT アクティブ マトリクス

画素数

1,152,000 画素

有効画素率

99.99％以上

使用光源

LED バックラ イ ト方式

受信周波数

AM：522～1,629ｋHz、FM：76.0～90.0MHｚ

実用感度

AM：22.5uV、FM：0.8μV（75Ω）：9.3dBf

ステレオセパレーショ ン

FM：45dB 以上

SN 比

FM：80dB 以上

イ メージ妨害比

FM：80dB 以上

IF 妨害比

FM：80dB 以上

受信周波数

FM：76.0～90.0MHｚ

Bluetooth バージョ ン

Bluetooth 2.1 ＋EDR

対応プ ロ ファ イ ル

HFP、DUN、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP

出力

＋4dBm(Power Class 2)

方式

光学式（コン パクトディスク方式）

量子化ビ ット数

1 ビ ット

チャン ネル数

DVD：2チャン ネルダウン ミックス/CD：2チャンネル（ステレオ）

ダイ ナミックレン ジ

95dB（1kHz）以上

高周波歪率

0.008％（1kHz）以下

チャン ネルセパレーショ ン

90dB（1kHz）以上

ワウフラ ッター

測定限界以下

GPS アン テナ

ディスプ レイ 部

ラ ジオ・チューナー部

（新 IHF）

FM VICS チューナー部

Bluetooth 部

DVD/CD 部
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信号システム

NTSC

水平解像度

500本以上

画像出力レベル

1Vp-p（75Ω）

画像SN比

DVD：70dB

音声SN比

95dB以上

周波数特性

5～20kHz

ファ イ ルシステム

FAT 16/32

再生信号圧縮方式

MP3、WMA、AAC

ファ イ ルシステム

FAT 16/32

再生信号圧縮方式

MP3、WMA、AAC

供給電圧

5V

受信周波数

473.143～707.143MHｚ

回路方式

PLL 周波数シン セサイ ザー

受信チャン ネル

UHF13～52 チャン ネル

受信感度

-85dBm

電源電圧

DC14.4V（動作範囲：11～16V）マイ ナスアース

最大出力

50W×4

プ リアウト音声最大出力レベル

2V/10kΩ（最大）

動作温度範囲

-20°C～+60°C

最大出力

50W×4

プ リアウト

フロ ン ト/リア/サブ ウーファ ー

SD カ ード部

USB メモリー部

地上デジタルテレビ
チューナー部

総合
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