2016 年 5 月 12 日

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

＜「ALPINE STYLE プレミアムスペースデザイン」がさらに進化＞

従来比(7 型比)2.48 倍

世界最大 11 型大画面搭載（※1）

トヨタ・アルファード/ヴェルファイア専用
「ビッグ X ”11“（イレブン）」を発表

ビルトインカーアロマ・コントロールや WXGA 液晶の高精細画質で
大空間高級サルーンにプレミアムな空間を創出
あわせて 10 型/9 型/8 型ビッグ X プレミアム、9 型/8 型ビッグ X、7 型車種専用カーナビを発表
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・販売のアルパイン株
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、従来
比（7 型比）2.48 倍となる世界最大サイズの（※1）11 型高精細 WXGA 液晶を搭載したトヨタ・アル
ファード/ヴェルファイア専用のカーAV/ナビゲーション一体機「ビッグ X ”11 ”」をはじめとして、
10 型/9 型/8 型大画面の「ビッグ X」や 7 型画面搭載の車種専用カーナビ新製品を発表。6 月 20 日
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。
※1：市販型カーAV/ナビゲーション一体機として、2016 年 5 月 12 日時点
（ともにアルパイン調べ）

■「ビッグ X “11”」（EX11V-AL-B：トヨタ・アルファード＜30 系 H27/1～現在＞専用
モデル：11 型ディスプレイ搭載）
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■「ビッグ X “11”」（EX11V-VE-B：トヨタ・ヴェルファイア＜30 系 H27/1～現在＞専用
モデル：11 型ディスプレイ搭載）

■「ビッグ X “11”」（EX11V-AL-B/EX11V‐VE-B）に付属のビルトインカーアロマ
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【新製品の企画コンセプト】
■“大空間高級サルーン”の室内をさらにグレードアップする「ALPINE STYLE プレミアム
スペースデザイン」がさらに進化
「ALPINE STYLE プレミアムスペースデザイン」は、2015 年 4 月の発表以来、車種ごとに最適な
空間をデザインする車室内空間デザインコンセプトとしてお客様から高い評価をいただいています。
その「ALPINE STYLE プレミアムスペースデザイン」がさらに進化。トヨタ・アルファード/ヴェ
ルファイア専用モデルとして、従来比（7 型比）2.48 倍となる世界最大サイズの 11 型高精細 WXGA
液晶を搭載した「ビッグ X “11”」をはじめ（※1）、アルファード/ヴェルファイアのセンターアッパー
ボックスにビルトインできる専用カーアロマを新たに開発。車両への最適な装着とカーアロマをビッ
グ X プレミアムからコントロール可能になり、車室内の美しさや快適性とともに、アロマの香りに包
まれた心地よい空間を創り出します（※2）。
お客様のおクルマをさらにプレミアムな空間に創り上げる「ALPINE STYLE プレミアムスペースデ
ザイン」は、これからもさらに進化を続けてまいります。
※1：市販型カーAV/ナビゲーション一体機として、2016 年 5 月 12 日時点（ともにアルパイン調べ）
※2：専用カーアロマが付属する車種専用モデルは「EX11V-AL-B/EX11V-VE-B/EX9V-HA/X9V-PR」となります

■“車種専用・大画面カーナビ” 市場を創造した「ビッグ X シリーズ」
「ALPINE STYLE プレミアムスペースデザイン」の中心となるビッグ X シリーズは、2010 年 6
月の発売以来、市販のカーAV/ナビゲーションに「車種専用・大画面」という市場を創造しました。
2014 年には市販カーナビでは世界最大サイズとなる 10 型画面を搭載した「ビッグ X プレミアムシ
リーズ」を発表。車種ごとにコクピットとのマッチングを考慮して専用にデザインされた操作キーな
ど、コクピットと一体化した美しい装着を実現。とくに 2014 年に登場したトヨタ・ヴォクシー/ノア
や先代のアルファード/ヴェルファイア専用モデルはカーナビ市場で高い評価を獲得し、大ヒットモデ
ルとなりました。
今回の新製品では、これまでをさらに上回る世界最大サイズの 11 型ディスプレイ搭載の「ビッグ X
“11”」を発表。車種専用・大画面というコンセプトをさらに進化させた製品です。

■車種専用のチューニングが、おクルマを所有する歓びを倍増させる
ビッグ X プレミアムシリーズをはじめとしたアルパインのカーAV/ナビゲーション一体機は、すべ
て車種専用設計。お客様の車種専用にデザインされた美しい装着をはじめとした車種専用チューニン
グは、おクルマのグレード感を高めるとともに、快適で安全なドライブを提供。市販カーAV/ナビゲ
ーション一体機らしいスタイリッシュさと専用機能で、おクルマを所有する歓びも倍増します。

■後席モニター「リアビジョン」をはじめとして、子育て家族向け機能も充実
ビッグ X シリーズのもうひとつの大きな特長が、子育て家族の楽しいドライブを応援する数々の機
能を搭載していること。たとえば、ミニバンの必需品となっている後席用モニター「リアビジョン」
（別売）と組み合わせれば、リアシートで DVD や地上デジタル放送が楽しめるほか、後席では DVD
や地上デジタル放送、前席では音楽が楽しめるダブルゾーン機能も搭載。リアビジョンからカーナビ
を操作することも可能です（※1）。
さらに、今回の新製品では、前席・後席で異なるメディアを楽しめる好評のダブルゾーン機能に、
リアシートでの HDMI 独立再生機能を搭載。別売のリアビジョンとの組み合わせで、リアシートで
YouTubeTM（※2）をはじめとする動画を独立再生することが可能になりました。
※1：リアビジョンリンク機能には、別売の接続ケーブルと専用リモコンが必要です。詳細は
本資料の製品特長ページをご覧下さい
※2:YouTubeTM および YouTube ロゴは、GoogleInc.の登録商標です
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■2015 年 J.D.パワー社

市販カーナビ顧客満足度調査で、4 年連続 第 1 位を受賞

ビッグ X シリーズは、J.D.パワー社による「2015 年 国内市販カーナビ顧客満足度調査」（2015
年 11 月発表）において、お客様満足度第 1 位を受賞。これは 2012 年から 4 年連続となります。
大画面が美しく装着されることに加えて、リアビジョンとの組み合わせによる後席でのエンターテ
インメントや車種専用に表示されるガイド線が好評のバックビューカメラなど、楽しく快適で安全な
カーライフを支援するビッグ X シリーズは、ご利用されているお客様から高く評価されています。

【新製品のおもな特長】
1．従来比（7 型比）2.48 倍となる世界最大サイズの 11 型高精細 WXGA 液晶を搭載（※
1）

「ビッグ X

“11”」（トヨタ・アルファード/ヴェルファイア専用モデル）には、市販型カー

AV/ナビゲーション一体機として世界最大サイズ（※1）となる 11 型大画面を搭載。従来比（WVGA
比）2.4 倍となる高画質の WXGA 液晶により、大画面でこれまで以上に美しい映像と見やすい地
図表示を実現しています。
※1：市販カーAV/ナビゲーション一体機として、2016 年 5 月 12 日時点

2．アニメーションとサウンドによる新開発のオープニング演出採用
これまでも好評だった、クルマのキーをオンしたときにながれる車種専用のオープニング画面。
新製品の車種専用カーナビでは、車種ごとに異なるアニメーションとサウンドによるオープニン
グ演出を採用。車種とそのオーナーの方をイメージした 5 種類のアニメーション（45 車種向け）
と、19 種類のサウンド（62 車種向け）を専用開発しました。キースイッチをオンにしたときの
アニメーションとサウンドは、これまで以上におクルマを所有する歓びを提供します。

3．カーナビ初となるカーアロマ調整機能「カーアロマ・コントロール」搭載（※1）
新製品のビッグ X “11”（EX11V-AL-B/EX11V-VE-B）、ビッグ X プレミアムシリーズ
（EX9V-HA/X9V-PR）では、新たにカーアロマのコントロール機能を搭載。付属するカーアロ
マのオン/オフや噴霧時間を、カーナビ機能としてコントロールすることができます。
とくにビッグ X “11”（EX11V-AL-B/EX11V-VE-B）に付属するカーアロマはビルトインタイ
プ。アルファード/ヴェルファイアのセンターアッパーボックスにきれいに装着できるほか、ボッ
クスの開閉に連動しオン/オフするなど（ビッグ X プレミアムからもオン/オフ可能）、車種専用
設計をつきつめた新製品です(※2）
※1：市販カーAV/ナビゲーション一体機として、2016 年 5 月 12 日時点
※2:EX9V-HA/X9V-PR に付属するカーアロマユニットはドリンクホルダー部へ設置していただくタイプとなります

4．お客様から好評のダブルゾーン機能が進化、HDMI を独立再生可能（※1）
これまでのビッグ X シリーズでもお客様から好評だったダブルゾーン機能が、後席のみで
HDMI 接続の機器を独立して再生可能に進化。ドライブ中に後席で YouTubeTM（※2）をはじめと
する動画を別売のリアビジョンで楽しむことができるようになりました。
※1：2016 年モデルの車種専用カーAV/ナビゲーション一体機とリアビジョンシリーズを HDMI 接続するには別売の
HDMI 接続リアビジョン用リアビジョンリンクケーブル「KCU-610RV」（標準小売価格 ￥4,500/税・取付費別）
と新リアビジョンリンクリモコン「RUE-RST01」（標準小売価格 ￥6,500/税別）が必要です
※2:YouTubeTM および YouTube ロゴは、GoogleInc.の登録商標です

www.alpine.co.jp

4

5．安心/快適なルートを探索する、高品位ルート探索
新製品ではルート探索機能を見直し。目的地までの距離や右左折の多さなどルート探索におい
て使用されるデータを改めてチューニングすることで、お客様がより最適と感じていただけるル
ートの探索を実現します。さらに VICS WIDE による最新の渋滞情報反映や特別警告ポップアッ
プ表示、大雨エリア表示。また別売のユニット、光/電波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・取付費・セットアップ費別）、ETC2.0 車載器

「HCE-B110」（オープンプライス/取付費別）との組み合わせにより、最新の道路情報にも対応
することでドライブの楽しさと安全性の向上を実現しました。

6．さらなる“いい音”へ。高音質オーディオパーツを採用
これまでも高音質のカーAV/ナビゲーション一体機として評価の高かったビッグ X シリーズに、
さらに高音質オーディオパーツの採用とチューニングを実施。S/N 比の改善と内部電源の安定化
を実現する高音質電子ボリュームを採用することで音の情報量を安定化させるとともに、フィル
ムコンデンサを改良することで全帯域にわたり表現力を向上させるチューニングを実施しました。
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【 2016 年 5 月度 車種専用カーAV/ナビゲーション一体機
■「ビッグ X “11”」（11 型画面）
品番

車種（年式）

新製品

】

※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

6 月 20 日

オープン

6 月 20 日

トヨタ・アルファード（H27/1～現在）/アルファードハイ
EX11 V-AL-B

ブリッド（H27/1～現在）
※ビルトインカーアロマ付属
トヨタ・ヴェルファイア（H27/1～現在）/ヴェルファイア

EX11V-VE-B

ハイブリッド（H27/1～現在）
※ビルトインカーアロマ付属

■ビッグ X プレミアム「EX10V シリーズ」（10 型画面）
品番

車種（年式）

※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

6 月 20 日

オープン

6 月 20 日

オープン

6 月 20 日

オープン

6 月下旬

オープン

7 月中旬

オープン

7 月中旬

トヨタ・ヴォクシー/ヴォクシーZS（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
シー特別仕様車 ZS”煌“（80 系：H26/11～現在）、ヴォク
EX10V-VO

シーハイブリッド ZS（H28/1～現在）
※LED 色：ブルー
※純正ステアリングリモコンコントロールキット
「KTX-Y401R」付属
トヨタ・ノア/ノア Si（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

EX10V-NO

（H28/1～現在）
※LED 色：ブルー
※純正ステアリングリモコンコントロールキット
「KTX-Y401R」付属
トヨタ・エスクァイア/エスクァイアハイブリッド
（H26/10～現在）

EX10V-EQ

※LED 色：ホワイト
※純正ステアリングリモコンコントロールキット
「KTX-Y401R」付属

EX10V-ST2

ホンダ・ステップワゴン/ステップワゴンスパーダ（H27/4
～現在）

EX10V-AV20

トヨタ・アルファード/ヴェルファイア（20 系：H20/5～
H27/1 ）

EX10V-AVH20

トヨタ・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）
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アルファード特別仕様車 ”TYPE GOLDⅡ“（20 系：H25/10
～H27/1）、”type GOLD“（20 系：H24/9～H25/10 ）、
EX10V-AV20-GO

トヨタ・ヴェルファイア特別仕様車 ”GOLDEN EYESⅡ

オープン

7 月中旬

オープン

7 月中旬

オープン

7 月中旬

“（20 系：H25/10～H27/1）、”Golden Eyes“（20 系：
H24/9 ～H25/10 ）
トヨタ・アルファード/ヴェルファイア（20 系：H20/5～
PKG-R-EX10V-AV20

H23/11）専用リフォームモデル/バックビューカメラセッ
ト
カメラカラー：ブラック
トヨタ・アルファード/ヴェルファイア（20 系：H20/5～

PKG-R-EX10V-AV20-

H23/11）専用リフォームモデル/バックビューカメラセッ

W

ト
カメラカラー：ホワイト

■ビッグ X プレミアム「EX9V シリーズ」、「X9V-PR」（9 型画面）
品番

車種（年式）

価格

発売予定

（税別/取付費別）

時期

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

7 月中旬

オープン

6 月下旬

オープン

7 月中旬

オープン

7 月中旬

オープン

7 月中旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

トヨタ・ハリアー（H25/12～現在）、ハリアーハイブ
EX9V-HA

リッド（H26/1～現在）、ハリアーG’s（H27/1～現
在）
※専用カーアロマ付属

EX9V-PRA2

トヨタ・プリウスα（マイナーチェンジ後：H 26/11～現在）、
プリウスα G’s（H27/2～現在）

EX9V-PRA

X9V-PR

トヨタ・プリウスα（マイナーチェンジ前：H 23/5～
H26/11 ）
トヨタ・プリウス（50 系:H27/12～現在）
※専用カーアロマ付属
トヨタ・プリウス（30 系 マイナーチェンジ後：H23/12

EX9V-PR30

～H27/12）、プリウス PHV（内装色：アクア

H24/1～

H25/9）
EX9V-PR30-PB

EX9V-ES

トヨタ・プリウス G’s（30 系：H 23/12～H27/12）
トヨタ・エスティマ（後期型：H 24/5～現在）、エスティ
マハイブリッド（後期型：H24/5～現在）
ホンダ・オデッセイ/オデッセイ アブソルート（H25/11

EX9V-OD

～現在）、オデッセイハイブリッド/オデッセイアブソルー
トハイブリッド（H26/2～現在）
ホンダ・フリード（H20/5～現在）、フリードハイブリッ

EX9V-FR

ド/フリードスパイクハイブリッド（H23/10～現在）、フ
リードスパイク（H22/7～現在）
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EX9V-ST

ホンダ・ステップワゴン/ステップワゴンスパーダ（マイナ

オープン

7 月中旬

価格

発売予定

（税別/取付費別）

時期

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

ーチェンジ後：H24/4～H27/4）

■ビッグ X プレミアム「EX8V シリーズ」（8 型画面）
品番

EX8V-AQ2

車種（年式）
トヨタ・アクア（マイナーチェンジ後：H26/12～現在・
S/G グレード）/アクア X-URBAN（H26/12~現在）
トヨタ・アクア（マイナーチェンジ前：H23/12～H26/12）、

EX8V-AQ-PB

アクア(マイナーチェンジ後:H26/1～現在・L グレード）
/アクア G’s（H25/12～現在）

EX8V-SE

日産・セレナ/セレナハイウェイスター（H22/11～現在）
ホンダ・N-BOX/N-BOX カスタム（H23/12～現在）
、N-BOX

EX8V-NB

＋、N-BOX＋カスタム（H24/7～現在）、
N-BOX Modulo X（H25/1～現在）

EX8V-FI

ホンダ・フィット/フィット RS/フィットハイブリッド/
（H25/9～現在）

■ビッグ X「X9V シリーズ」（9 型画面）
品番

X9V-AL

X9V-VE

車種（年式）
トヨタ・アルファード/アルファードハイブリッド（30 系：
H27/1～現在）
トヨタ・ヴェルファイア/ヴェルファイアハイブリッド（30
系：H27/1～現在）

※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

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

トヨタ・ヴォクシー/ヴォクシーZS（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
X9V-VO

シー特別仕様車 ZS”煌“（80 系：H26/11～現在）、ヴォク
シーハイブリッド ZS（H28/1～現在）
※純正ステアリングリモコンコントロールキット
「KTX-Y401R」付属
トヨタ・ノア/ノア Si（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

X9V-NO

（H28/1～現在）
※純正ステアリングリモコンコントロールキット
「KTX-Y401R」付属
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トヨタ・エスクァイア/エスクァイアハイブリッド
（H26/10～現在）

X9V-EQ

※純正ステアリングリモコンコントロールキット

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

価格

発売予定

（税別/取付費別）

時期

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

「KTX-Y401R」付属
■車種専用チューニング対応 9 型カーナビ

X9V

※トヨタ車専用ダイレクト電源ケーブル付属

■ビッグ X「X8V シリーズ」（8 型画面）
品番

X8V-AL

X8V-VE

車種（年式）
トヨタ・アルファード/アルファードハイブリッド（30 系：
H27/1～現在）
トヨタ・ヴェルファイア/ヴェルファイアハイブリッド（30
系：H27/1～現在）
トヨタ・アルファード（20 系：H20/5～H27/1）、アルフ
ァードハイブリッド（20 系：H23/11～H27/1）、アルフ
ァード特別仕様車 ”TYPE GOLDⅡ“（20 系：H25/10～
H27/1）、”type GOLD“（20 系：H24/9～H25/10）

X8V-AV20

トヨタ・ヴェルファイア（20 系：H20/5～H27/1）、ヴェ
ルファイアハイブリッド（20 系：H23/11～H27/1）、ヴ
ェルファイア特別仕様車 ”GOLDEN EYESⅡ“（20 系：
H25/10～H27/1）、”Golden Eyes“（20 系：H24/9 ～
H25/10 ）

X8V-AL10

トヨタ・アルファード（10 系 マイナーチェンジ後：H17/4
～H20/5 ）

X8V-HI

トヨタ・ハイエース（標準ボディ：H16/8～H25/12、
H25/12～現在 ※スーパーGL 以外）

X8V-HI2

ハイエース（標準ボディ：H25/12～現在
専用

※スーパーGL

パネル色：シルバー）

トヨタ・ハイエース（ワイドボディ：H16/8～H25/12、
X8V-HIW

H25/12～現在 ※スーパーGL/グランドキャビン/GL 以
外）
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X8V-RE2

レジアスエース（標準ボディ：H25/12～現在

※スーパー

オープン

6 月下旬

GL 専用 パネル色：シルバー）
X8V-MA

トヨタ・マーク X（H21/10～現在）

オープン

6 月下旬

X8V-MA-PB

トヨタ・マーク X G's（H24 /10～現在）

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

トヨタ・カローラフィールダー（H24/5～現在）、カロー

X8V-CF

ラフィールダーハイブリッド（H25/8～現在）

X8V-PR30

ト ヨ タ ・ プ リ ウ ス （ マ イ ナ ー チ ェ ン ジ 後 ： H23/12 ～
H27/12）
トヨタ・エスティマ/エスティマハイブリッド（後期：H24/5

X8V-ES

～現在）
トヨタ・ヴォクシー（70 系：H19/6～H26/1）、ヴォクシ
X8V-NV70

ー特別仕様車 ZS“煌” （70 系：H25/5～H26/1）、ノア（70
系：H19/6～H26/1）

X8V-SE

日産・セレナ/セレナハイウェイスター（H22/11～現在）

オープン

6 月下旬

X8V-EL

日産・エルグランド（H22/8～現在）

オープン

6 月下旬

X8V-VZ

ホンダ・ヴェゼル/ヴェゼルハイブリッド（H25/12～現在）

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

オープン

6 月下旬

価格

発売予定

（税別/取付費別）

時期

オープン

7月

ホンダ・N-BOX/N-BOX カスタム（H23/12～現在）、
X8V-NB

N-BOX+/N-BOX＋カスタム（H24/7～現在）、N-BOX
Modulo X（H25/1～現在）
ホンダ・フリード（マイナーチェンジ後：H23/10～現在）、

X8V-FR

フリードハイブリッド（H23/10～現在)

X8V-FRS

ホンダ・フリードスパイク（H22/7～現在）、フリードス
パイクハイブリッド（H23/10～現在）
■車種専用チューニング対応 8 型カーナビ
※取付けには別売の車種専用パーフェクトフィットが必要

X8V

です。パーフェクトフィットを使用しない場合は別売の電
源コードが必要となります

■「7WV シリーズ」（200 ミリワイド・7 型画面）
品番

車種（年式）
トヨタ・ヴォクシー/ヴォクシーZS（80 系：H26/1～現在）、

7WV-VO

ヴォクシーハイブリッド（80 系：H26/2～現在）、ヴォク
シー特別仕様車 ZS“煌”（80 系：H26/11～現在）、ヴォク
シーハイブリッド ZS（H28/1～現在）
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トヨタ・ノア/ノア Si（80 系：H26/1～現在）、ノアハイ
7WV-NO

ブリッド（80 系：H26/２～現在）、ノアハイブリッド Si

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

（H28/1～現在）
7WV-EQ

7WV-PRA

7WV-PR-NR

7WV-PR30

7WV-AQ

トヨタ・エスクァイア/エスクァイアハイブリッド（H26/10
～現在）
トヨタ・プリウスα（H23/5～現在）
トヨタ・プリウス（H27/12～現在）
※ナビレディセット専用

トヨタ・プリウス（H21/5～H27/12）、プリウス PHV
（H24/1～現在）
トヨタ・アクア（H23/12～現在）、アクア G’s（H25/12
～現在）、アクア X-URBAN（H25/12～現在）

7WV-HA

7WV-CF

7WV-HI

7WV-RE

トヨタ・ハリアー（H25/12～現在）、ハリアーハイブリッ
ド（H26/1～現在）、ハリアーG’s（H27/1～現在）
トヨタ・カローラフィールダー（H24/5～現在）、カロー
ラフィールダーハイブリッド（H25/8～現在）
トヨタ・ハイエース（H16/8～現在）、ハイエースワイド
（H16/8～現在）
トヨタ・レジアスエース（H16/8～現在）、レジアスエー
スワイド（H16/8～現在）

7WV-SI-NR

7WV-SI

7WV-PS

7WV-LP

トヨタ・シエンタ/シエンタハイブリッド（H27/7～現在）
※ナビレディパッケージ専用
トヨタ・シエンタ/シエンタハイブリッド（H27/7～現在）
トヨタ・スペイド（H24/7～現在）、ポルテ（H24/7～現
在）
トヨタ・ランドクルーザープラド（H21/9～現在）
ダイハツ・タント/タントカスタム（H25/10～現在）
※純正ナビ装着用アップグレードパック装着車用：電源コード/取付

7WV-TN-NR

けブラケット付属。メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグ
レードパック装着車の純正ステアリングリモコンと純正リアカメ
ラシステムが使用可能です

7WV-SE

日産・セレナ/セレナハイウェイスター（H22/11～現在）
車種専用チューニング対応 200 ㎜ワイド･7 型カーナビ

7WV

※取付けには別売のキットおよび接続コードが必要になる
場合があります
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■「7DV シリーズ」（7 型画面）
品番

車種（年式）

価格

発売予定

（税別/取付費別）

時期

オープン

7月

オープン

7月

オープン

7月

ホンダ・フィット/フィット RS/フィットハイブリッド
(H25/9～現在)
7DV-FI-NR

※ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車用：電源コード/取付けブ
ラケット/フェイスパネル付属。メーカーオプションのナビ装着用ス
ペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン、純正リアワ
イドカメラが使用可能です。

ホンダ・N-BOX/N-BOX カスタム（H23/12～現在）、
N-BOX+/N-BOX＋カスタム（H24/7～現在）、
N-BOX Modulo X（H25/1～現在）
7DV-NB-NR

※ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車用：電源コード/取付けブ
ラケット/フェイスパネル付属。メーカーオプションのナビ装着用ス
ペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン、純正リアワ
イドカメラが使用可能です。

車種専用チューニング対応 7 型カーナビ
7DV

※取付けには別売のキットおよび接続コードが必要になる
場合があります

＜ビッグ X “11”/ビッグ X プレミアム（EX10V･EX9V･X9V-PR・EX8V）/ビッグ X
（X9V･
X8V）シリーズ製品概要＞
●11 型・10 型・9 型・8 型 カーナビゲーションシステム
●LED WXGA 液晶搭載
●専用インダッシュパネル/車種専用デザイン操作キー（※1）/車種専用オープニング演出（アニメー
ション＆サウンド）（※2）
●ダブルゾーン/ダブルゾーンコミュニケーション
●フルセグ地デジ 4 チューナー/DVD ビデオプレーヤー/FM･AM チューナー/音楽用 SD：4GB
●Bluetooth 内蔵（ハンズフリー/オーディオ）
●HDMI 入力/HDMI 出力
●3 プリアウト（フロント/リア/サブウーファー）
●50W×4ch アンプ
●専用取付けブラケット（※3）/電源ハーネス/ステアリングスイッチ用ハーネス（※4）/フィルムアン
テナ 4 本
●専用取付け説明書
※1：ビッグ X プレミアムシリーズのみ付属
※2：車種によってはオープニングアニメーションのみになります
※3：専用取付けキットを使用する車種のみに付属
※4：ステアリングスイッチ装備車種のみに付属
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＜7WV/7DV シリーズ 製品概要＞
●7 型 カーナビゲーションシステム
●LED WVGA 液晶搭載
●車種専用オープニング演出（アニメーション＆サウンド）（※1）
●ダブルゾーン/ダブルゾーンコミュニケーション
●フルセグ地デジ 4 チューナー/DVD ビデオプレーヤー/FM･AM チューナー/音楽用 SD：4GB
●Bluetooth 内蔵（ハンズフリー/オーディオ）
●HDMI 入力/HDMI 出力
●1 プリアウト（サブウーファー）
●50W×4ch アンプ
●電源ハーネス/ステアリングスイッチ用ハーネス（※2）/フィルムアンテナ 4 本
※1：車種によってはオープニングアニメーションのみになります
※2：ステアリングスイッチ装備車種のみに付属

■ETC2.0 車載器
品番

HCE-B110

製品名
ETC2.0 車載器
※光ビーコンは付属しません

標準小売価格

発売予定

（税別/取付費別）

時期

オープン

6 月 20 日

標準小売価格

発売予定

（税別）

時期

￥4,000

6 月 20 日

標準小売価格

発売予定

（税別）

時期

■カーナビ用プロテクトフィルム
品番
KAE-EX11CPF

製品名
EX11 用超透明フィルム

■地図更新カード/ディスク
品番

製品名

HCE-S203A

X009/X008/X007 シリーズ向け 2016 年度地図 SD カード

￥19,000

8 月上旬

HCE-V606A

X088/X08 シリーズ向け 2016 年度地図ディスク

￥18,000

8 月上旬
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【新製品のその他の特長】
＜ビッグ X “11”（EX11V）/ビッグ X プレミアム（EX10V･EX9V・X9V-PR・EX8V）
/ビッグ X（X9V･X8V）/7WV/7DV＞
■トヨタ・アルファード/ヴェルファイア専用「ビッグ X “11”」、ハリアー専用「ビッグ
X プレミアム」には、奥行き感が美しいクリスタル照光キーでプレミアム感を演出
トヨタ・アルファード/ヴェルファイア専用のビッグ X “11”（EX11-AL-B/EX11-VE-B）とハ
リアー専用ビッグ X プレミアム（EX9V-HA）には、スイッチ部分に複層してカットされ奥行き
感が美しいクリスタル照光キーを装備。「ALPINE STYLE プレミアムスペースデザイン」の中
心となるユニットとして、さらなる高級感と存在感をコクピットにもたらします。

■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
子育て家族のドライブをサポートするさまざまな機能を搭載。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ことで好
評な「クイックお気に入り周辺検索」や、目的地までの案内ルートにある高速道路の渋滞状況が
事前にわかり好評だった「高速渋滞インフォ」を搭載しています。

■スマートフォンのアプリや動画、ドライブで撮影したビデオが楽しめる HDMI 接続対応
別売の HDMI ケーブルで接続すれば、スマートフォンの動画やアプリをカーナビの画面で楽し
むことができます。さらに HDMI 端子を装備した新リアビジョンシリーズと接続すれば、リアビ
ジョンの大画面でも楽しむことができます（※1）。
※1：2016 年モデルの車種専用カーAV/ナビゲーション一体機とリアビジョンシリーズを HDMI 接続するには
別売の HDMI 接続リアビジョン用リアビジョンリンクケーブル「KCU-610RV」
（標準小売価格
税・取付費別）が必要です

￥4,500/

■バックドアの開閉確認に便利な「バックドアガイド線」対応
■ハイグレードなサウンドシステムが構築できる「3 プリアウト」装備
※：7WV/7DV シリーズはサブウーファープリアウトのみとなります

■道路状況に応じて最短時間での到着を計算する「アクティブルートサーチ」搭載
※：アクティブルートサーチでリアルタイムな渋滞情報を反映するには、別売の光/電波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・取付費・セットアップ費別）、ETC2.0
車載器「HCE-B110」（標準小売価格 オープンプライス/取付費・セットアップ費別）が必要です

■iPod/iPhone の再生が楽しくなる、ビッグなアルバムアートワーク表示
※：iPod/iPhone の音楽再生には、別売の Lightning ケーブル＋USB 接続延長ケーブル「KCU-470i」
（標準小売価格 ￥4,500/税・取付費別）または iPod/iPhone Dock USB ケーブル「KCU-462i」（標
準小売価格

￥2,500/税・取付費別）が必要となります

※：iPod/iPhone でビデオ再生をする場合は HDMI 接続する必要があります。Lightning ケーブル
「KCU-471i」（標準小売価格 ￥3500/税・取付費別）と Lightning-Digital AV アダプター（アッ
プル社製）および HDMI ケーブル「KCU-610HD」（標準小売価格 ￥4,000/税・取付費別）が必要
となります
※：iPod、iPhone 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
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®

■ソニー製「ウォークマン 」に対応
®

・ウォークマン 本体の充電
®
・ウォークマン
オーディオ再生画面及びサーチ画面表示
®
・ウォークマン
ビデオ再生画面表示
・ソース別ボリュームレベル調整（アップも可能）
※：別売の接続ケーブル「KCU-511WM」（標準小売価格 ￥5,000/税・取付費別）が必要です。
※：KCU-511WM対応ウォークマン®はZX/Z/F/A/S/Eの各シリーズです
※：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・取付費別）を使用して接続します
※：詳細の適合につきましては、アルパインホームページをご確認下さい。
※：「ウォークマン®」はソニー株式会社の登録商標です

■CD から SDHC メモリーカードへ録音できる、ミュージック・リッピング機能
※録音用 4GB SDHC カードは標準で付属しています

■2017 年から 2019 年まで 3 年分の地図更新データのダウンロードが無料。さらに最新の高
速道データ配信にも対応

■最新の ITS スポットサービスである ETC2.0 に対応
ETC2.0 車載器「HCE-B110」（オープンプライス/取付費・セットアップ費別）、「HCE-B110V」
（標準小売価格

￥45,000/税・取付費・セットアップ費別）が必要

■Bluetooth 内蔵
※Bluetooth 3.0 に対応

※A2DP、AVRCP VeR.1.4 のプロファイルに対応

※Bluetooth は、Bluetooth SIG,INC.の商標または登録商標です

■USB や SD メモリーカードなどのストレージメディアにも対応
※USB の再生には別売の接続ケーブル「KCU-260UB」（標準小売価格
必要です

￥1,500/取付費別）が

※音楽：MP3、WMA、AAC に対応
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