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2017年 6月 22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

前後左右に加えて上空からも。多彩なマルチビュー映像でドライバーをアシスト 

“ドライブセンサー” カメラシリーズ新製品を発表
2カメラ・マルチトップビューシステムやマルチビュー・バックカメラなどが新登場 

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、米谷 信彦社長、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、水野 直樹社長）は、
上空から見るような映像で安全な駐車をアシストする“2カメラ・マルチトップビューシステム”や、4
パターンの映像を表示可能な“マルチビュー・バックカメラ”、“マルチビュー・サイドカメラ”、“コー
ナーカメラ”など、高感度映像の「ドライブセンサー・カメラシリーズ」の新製品を発表。8月上旬よ
り順次、全国のアルパイン製品取扱店にて販売を開始致します。

■上空から見下ろしたような映像でクルマ周囲の状況がわかりやすい 2カメラ・マルチトッ
プビューシステム

マルチビュー・フロントカメラとマルチビュー・バックカメラの組み合わせにより、クルマの上空
から見下ろしたようなトップビュー映像を生成。クルマと周囲との位置関係がひと目で把握でき、安
全な駐車をサポートします。カメラはそれぞれマルチビュー・フロントカメラ/マルチビュー・バック
カメラとして個別に使用することもできます。

アルファード（30系）専用 2カメラ・マルチトップビューシステム

「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）

アルファード（30系：特別仕様車“TYPE BLACK”）専用 2カメラ・マルチトップビューシステム

「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）

ヴェルファイア（30系）専用 2カメラ・マルチトップビューシステム 

「HCE-C4000D-VE」（カメラカラー：ブラック）

標準小売価格 ¥83,000（税・取付費別） 

※左右サイドの映像は録画画像の合成であり、リアルタイムの状況を反映するものではありません

■4パターンの映像が表示可能なマルチビュー・バックカメラ

コーナービュー/リアビュー/パノラマビュー/トップビューの 4 パターンの映像をシーンに合わせ
て表示可能。コーナービューではバックビューを画面内のサブウインドウに映しながら、死角となる
車両後方の両サイドを表示。ステアリング連動カメラガイド線と合わせて、バックでの駐車時に安全
確認がスムーズに行えます。 

車種専用 マルチビュー・バックカメラ 

「HCE-C2000RD-□□」（カメラカラー：ブラック）/「 HCE-C2000RD-□□-W」（カメラカラー：ホワイト） 

「HCE-C2000RD/HCE-C2000RD-W」 

※□□には車種名アルファベットが入ります。価格は本資料の 3ページ以降をご覧下さい
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■ミラーをたたんだ状態でも左後方が確認できるマルチビュー・サイドカメラ

大きなボディのミニバン。その助手席側の死角を映し出し、多様なシーンでドライバーをサポート
するサイドカメラです。駐車や車庫入れ、幅寄せなどにおいて左サイドの障害物や道路の状況を確認
でき、シーンに応じて 3パターンの映像が表示できます。また、ミラーをたたんだ状態でも左後方が
確認でき、狭いスペースへの車庫入れのときに便利です。ボイスタッチを使用すれば、瞬時に映像の
呼び出しが可能です。 

アルファード/ヴェルファイア（30系）専用 マルチビュー・サイドカメラ パッケージ

「HCE-CS2000-AV」（カメラカラー：ブラック） 標準小売価格 ¥35,000（税・取付費別）

■クルマの純正ソナーと連動し映像を表示するコーナーカメラ

クルマの純正ソナーが左前方の障害物を感知した時に連動して映像を自動的に表示できるコーナー
カメラです。ボイスタッチでもすぐに呼び出し可能で、縦列の抜け出しや狭い路地でのステアリング
操作が安心して行えます。

アルファード/ヴェルファイア（30系）専用ソナー連動コーナーカメラパッケージ

「HCE-CC1000-AL」（アルファー30系）   標準小売価格 ¥20,000（税・取付別）

「HCE-CC1000-VE」（ヴェルファイア 30系） 標準小売価格 ¥20,000（税・取付別）

※アルパインカーナビの純正ソナー連動機能はアルファード/ヴェルファイア（ともに 30系）のみ対応します

※アルファード/ヴェルファイアのエアログレードのみ対応

※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

※次のページの、各カメラ新製品の表示/装着イメージもご覧下さい



                                                           

 
                                             

 

www.alpine.co.jp                 3 

 

 

■2カメラ・マルチトップビューシステム 画像表示例（フロント・コーナービュー/バック・トップビュー） 

■マルチビュー・バックカメラ 画像表示例（バックビュー/バック・コーナービュー） 

■マルチビュー・サイドカメラ 画像表示例（左ドアサイド/ドアミラーをたたんだ状態の左後方） 

■コーナーカメラ映像イメージ ■コーナーカメラ装着イメージ（アルファード） 

■マルチビュー・サイドカメラ装着イメージ 

（アルファード） 
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【 2017年 6月発表 ドライブセンサー・カメラシリーズ 新製品一覧 】 

■2カメラ・マルチトップビューシステム 

品番 製品名 標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

HCE-C4000D-AL 

2カメラ・マルチトップビューシステム 

対応車種：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） 

※カメラカラー：ブラック/フロントカメラキット色：メッキ 

￥83,000 8月下旬 

HCE-C4000D-ALB 

2カメラ・マルチトップビューシステム 

対応車種：アルファード特別仕様車“TYPE BLACK”（H28/7～現在）  

※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 

￥83,000 8月下旬 

HCE-C4000D-VE 

2カメラ・マルチトップビューシステム 

対応車種：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） 

※カメラ本体色：ブラック 

￥83,000 8月下旬 

 
■バックビュー・マルチカメラ 

品番 製品名 標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

HCE-C2000RD-AV 

マルチビュー・バックビューカメラパッケージ 

トヨタ・アルファード/ヴェルファイア（30系：H27/1～現在）、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（30系：H27/1

～現在）  

※カメラ本体色：ブラック 

※KTX-C30AV/KWX-Y008HA付属 

￥29,500 8月上旬 

HCE-C2000RD-AV-W 

マルチビュー・バックビューカメラパッケージ 

トヨタ・アルファード/ヴェルファイア（30系：H27/1～現在）、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（30系：H27/1

～現在）  

※カメラ本体色：パールホワイト 

※KTX-C30AV/KWX-Y008HA付属 

￥29,500 8月上旬 

HCE-C2000RD-NVE 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

トヨタ・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）  

※カメラ本体色：ブラック 

※KTX-C80NV/KWX-Y004VO付属 

￥29,500 8月上旬 

http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-top/hce-c4000d-al/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-top/hce-c4000d-alb/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-top/hce-c4000d-ve/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-av/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-av-w/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-nve/
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HCE-C2000RD-NVE-W 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

トヨタ・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） 

※カメラ本体色：パールホワイト 

※KTX-C80NV/KWX-Y004VO付属 

￥29,500 8月上旬 

HCE-C2000RD-HA 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

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） 

※カメラ本体色：ブラック 

※KTX-C60HA/KWX-Y008HA付属 

￥29,500 8月上旬 

HCE-C2000RD-HA-W 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

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） 

※カメラ本体色：パールホワイト 

※KTX-C60HA/KWX-Y008HA付属 

￥29,500 8月上旬 

HCE-C2000RD-PR 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

トヨタ・プリウス（H27/12～現在） 

※カメラ本体色：ブラック 

※KTX-C50PR/KWX-G001付属 

￥28,000 8月上旬 

HCE-C2000RD-PR-W 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

トヨタ・プリウス（H27/12～現在） 

※カメラ本体色：パールホワイト 

※KTX-C50PR-W/KWX-G001付属 

￥28,000 8月上旬 

HCE-C2000RD-PRA2 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

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）     

※カメラ本体色：ブラック 

※KTX-C40PRA2/KWX-Y004VO付属 

￥29,500 8月上旬 

HCE-C2000RD-PRA2-W 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

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）     

※カメラ本体色：パールホワイト 

※KTX-C40PRA2-W/KWX-Y004VO付属 

￥29,500 8月上旬 

HCE-C2000RD-AQ 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

トヨタ・アクア（H23/12～現在）/アクア G’s（H25/12 

～現在）/アクア X-URBAN（H26/12～現在）      

※カメラ本体色：ブラック 

※KTX-C10AQ/KWX-G001付属 

￥28,000 8月上旬 

http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-nve-w/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-ha/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-ha-w/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-pr/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-pr-w/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-pra2/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-pra2-w/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-aq/
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HCE-C2000RD-AQ-W 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

トヨタ・アクア（H23/12～現在）/アクア G’s（H25/12 

～現在）/アクア X-URBAN（H26/12～現在）      

※カメラ本体色：パールホワイト 

※KTX-C10AQ-W/KWX-G001付属 

￥28,000 8月上旬 

HCE-C2000RD-SI 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

トヨタ・シエンタ/シエンタハイブリッド（H27/7～現在） 

※カメラ本体色：ブラック 

※KTX-C17SI/KWX-G001付属 

￥28,000 8月上旬 

HCE-C2000RD-SI-W 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

トヨタ・シエンタ/シエンタハイブリッド（H27/7～現在） 

※カメラ本体色：パールホワイト 

※KTX-C17SI/KWX-G001付属 

￥28,000 8月上旬 

HCE-C2000RD-ST2 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

ホンダ・ステップワゴン/ステップワゴンスパーダ（H   

27/4～現在・わくわくゲート付車） 

※カメラ本体色：ブラック 

※KTX-C14ST/KWX-G001付属 

￥28,000 8月上旬 

HCE-C2000RD-SE 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

日産・セレナ（H28/8～現在） 

※カメラ本体色：ブラック 

※KTX-C27SE+KWX-G001付属 

￥28,000 8月上旬 

HCE-C2000RD-SE-W 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

日産・セレナ（H28/8～現在） 

※カメラ本体色：パールホワイト 

※KTX-C27SE+KWX-G001付属 

￥28,000 8月上旬 

HCE-C2000RD-ES2 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

トヨタ・エスティマ（H28/6～現在） 

※カメラ本体色：ブラック 

※KTX-C21ES+KWX-Y004VO付属 

￥29,500 8月上旬 

HCE-C2000RD-ES2-W 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

トヨタ・エスティマ（H28/6～現在） 

※カメラ本体色：パールホワイト 

※KTX-C21ES+KWX-Y004VO付属 

￥29,500 8月上旬 

HCE-C2000RD-CHR 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

トヨタ・C-HR（H28/12～現在） 

※カメラ本体色：ブラック 

※KTX-G15CHR/KWX-G001付属 

￥28,000 8月上旬 

http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-aq-w/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-si/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-si-w/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-st2/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-se/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-se-w/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-es2/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-es2-w/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-chr/
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HCE-C2000RD-CHR-W 

マルチビュー・バックカメラパッケージ 

トヨタ・C-HR（H28/12～現在） 

※カメラ本体色：パールホワイト 

※KTX-G15CHR/KWX-G001付属 

￥28,000 8月上旬 

HCE-C2000RD 

マルチビュー・バックカメラ 

※カメラ本体色：ブラック 

※汎用の取付けブラケット付属 

￥23,200 8月上旬 

HCE-C2000RD-W 

マルチビュー・バックカメラ 

※カメラ本体色：パールホワイト 

※汎用の取付けブラケット付属 

￥23,200 8月上旬 

 
■マルチビュー・サイドカメラ 

品番 製品名 標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

HCE-CS2000-AV 

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 

対応車種：トヨタ・アルファード/アルファードハリブリッド（30

系：H27/1～現在）、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） 

※カメラ本体色：ブラック 

￥35,000 8月上旬 

 
■コーナーカメラ 

品番 製品名 標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

HCE-CC1000-AL 

アルファード専用コーナーカメラ 

対応車種：トヨタ・アルファード/アルファードハリブリッド（30

系：H27/1～現在） 

※対応はエアログレードのみとなります 

※取付けキット付属：形状はヴェルファイアとは異なります 

※カメラ本体色：ブラック 

￥20,000 8月上旬 

HCE-CC1000-VE 

ヴェルファイア専用コーナーカメラ 

対応車種：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） 

※対応はエアログレードのみとなります 

※取付けキット付属：形状はアルファードとは異なります 

※カメラ本体色：ブラック 

￥20,000 8月上旬 

 

http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-chr-w/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-back/hce-c2000rd-w/
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view-side/hce-cs2000-av/
http://www.alpine.co.jp/camera/coner-camera/hce-cc1000-al/
http://www.alpine.co.jp/camera/coner-camera/hce-cc1000-ve/
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■カメラ取付けキット

品番 製品名 標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

KTX-C09OUT 
スバル・レガシィアウトバック用バックカメラ取付けキット

対応車種：スバル・レガシィアウトバック（H26/10～現在） 
￥3,800 8月下旬 

http://www.alpine.co.jp/accessory/ktx-c09out/



