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2017 年 9 月 14 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 

声でナビ操作の“ボイスタッチ”をフル活用できる安心・安全のカーナビ・パッケージ。 

アルファード/ヴェルファイア(30 系)、ヴォクシー/ノア/エスクァイア(80 系)向けに新登場 

「ビッグ X “11” 3カメラ・セーフティパッケージ」を発売 

ビッグ X “11”(イレブン) にフロント/サイド/バックの 3カメラをパッケージ 

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（東京都大田区、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、声でカーナビを快適に操作できる“ボイスタッチ”を最大限に活かす     

「ビッグ X “11”(イレブン)  3 カメラ・セーフティパッケージ」を発表。アルファード/ヴェル        

ファイア(30 系)、ヴォクシー/ノア/エスクァイア(80 系)向けの新製品として 10 月 16 日より全国

のアルパイン製品取扱店で販売を開始いたします。 

【 新製品の企画意図と概要 】 

  今夏に発売されたアルパインカーナビ新製品（ビッグ X シリーズおよび 7WZ シリーズ）に搭

載の新機能“ボイスタッチ”は、よく使うカーナビの機能をレスポンス良く声で操作できることか

らご好評を得ています。    

なかでも「フロントカメラ」や「サイドカメラ」は、アルパイン製のフロントカメラ/サイドカ

メラ装着車に便利な機能です。運転中でも声による瞬時の切り替えで車両の前方や側方を確認でき

ることから、見通しの悪い交差点への侵入や車両同士のすれ違いが安心して行えるだけでなく、道

路に横付けする際の路側帯や障害物を画面で確認でき、安心して運転に専念することができます。 

  新製品である「ビッグ X “11” 3 カメラ・セーフティパッケージ」は、マルチビュー・フロント

カメラ/サイドカメラ/マルチビュー・バックカメラを 11 型大画面カーナビ「ビッグ X “11”(イレ

ブン)」に標準装備したパッケージです。“ボイスタッチ”で素早く呼び出したフロント/サイド/バッ

クの映像を WXGA 液晶とクリアブラックディスプレイの美しいカーナビ大画面で確認でき、お客

様のさらなる安心・安全なドライブをサポートするパッケージです。 
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【 新製品ラインアップ 】 

＜トヨタ・アルファード専用＞ 

■EX11Z-AL-SF3   ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：グリル取付タイプ バックカメラカラー：ブラック) 

                 オープン価格  10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H27/1～現在  

●ナビ：EX11Z-AL 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様) 

        ※グリル取付けキット：シルバーメッキ 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y009AV 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD(カメラカラー：ブラック) 

  ●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C30AV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y008HA 

■EX11Z-AL-SF3-W ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：グリル取付タイプ バックカメラカラー：パールホワイト) 

                 オープン価格  10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H27/1～現在  

●ナビ：EX11Z-AL 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様) 

         ※グリル取付けキット：シルバーメッキ 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y009AV 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD-W(カメラカラー：パールホワイト) 

  ●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C30AV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y008HA 

■EX11Z-AL-SF3B   ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：グリル取付タイプ バックカメラカラー：ブラック) 

                  オープン価格  10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H28/7～現在  

●ナビ：EX11Z-AL 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様) 

        ※グリル取付けキット：TYPE BLACK 専用スモークメッキ 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y009AV 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD(カメラカラー：ブラック) 

  ●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C30AV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y008HA 
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■EX11Z-AL-SF3B-W ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：グリル取付タイプ バックカメラカラー：パールホワイト) 

                 オープン価格 10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H28/7～現在  

●ナビ：EX11Z-AL 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様) 

        ※グリル取付けキット：TYPE BLACK 専用スモークメッキ 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y009AV 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD-W(カメラカラー：パールホワイト) 

  ●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C30AV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y008HA 

■EX11Z-AL-SF3N    ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：ナンバープレート取付タイプ バックカメラカラー：ブラック) 

                  オープン価格 10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H27/1～現在  

●ナビ：EX11Z-AL 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様) 

        ※ナンバープレート取付け/非純正グリル車用 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y009AV 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD(カメラカラー：ブラック) 

  ●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C30AV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y008HA 

■EX11Z-AL-SF3N-W ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：ナンバープレート取付タイプ バックカメラカラー：パールホワイト) 

                   オープン価格 10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H27/1～現在  

●ナビ：EX11Z-AL 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様) 

        ※ナンバープレート取付け/非純正グリル車用 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y009AV 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD-W(カメラカラー：パールホワイト) 

  ●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C30AV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y008HA 
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＜トヨタ・ヴェルファイア専用＞ 

■EX11Z-VE-SF3    ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：グリル取付タイプ バックカメラカラー：ブラック) 

                 オープン価格 10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H27/1～現在  

●ナビ：EX11Z-VE 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様) 

        ※グリル取付けキット付属 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y009AV 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD(カメラカラー：ブラック) 

  ●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C30AV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y008HA 

■EX11Z-VE-SF3-W  ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：グリル取付タイプ バックカメラカラー：パールホワイト) 

                  オープン価格 10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H27/1～現在  

●ナビ：EX11Z-VE 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様) 

         ※グリル取付けキット付属 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y009AV 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD-W(カメラカラー：パールホワイト) 

  ●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C30AV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y008HA 

■EX11Z-VE-SF3N   ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：ナンバープレート取付タイプ バックカメラカラー：ブラック) 

                  オープン価格   10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H27/1～現在  

●ナビ：EX11Z-VE 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様) 

        ※ナンバープレート取付け/非純正グリル車用 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y009AV 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD(カメラカラー：ブラック) 

  ●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C30AV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y008HA 
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■EX11Z-VE-SF3N-W ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：ナンバープレート取付タイプ バックカメラカラー：パールホワイト) 

                    オープン価格  10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H27/1～現在  

●ナビ：EX11Z-VE 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様) 

        ※ナンバープレート取付け/非純正グリル車用 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y009AV 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD-W(カメラカラー：パールホワイト) 

  ●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C30AV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y008HA 

＜トヨタ・ヴォクシー専用＞ 

■EX11Z-VO-SF3N    ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：ナンバープレート取付タイプ バックカメラカラー：ブラック) 

                  オープン価格 10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H26/1～現在  

●ナビ：EX11Z-VO 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様) 

        ※ナンバープレート取付け 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y007NVE 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD(カメラカラー：ブラック) 

  ●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C80NV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y004VO 

■EX11Z-VO-SF3N-W ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：ナンバープレート取付タイプ バックカメラカラー：パールホワイト) 

                    オープン価格 10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H26/1～現在  

●ナビ：EX11Z-VO 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様)         

※ナンバープレート取付け 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y007NVE 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD-W(カメラカラー：パールホワイト) 

●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C80NV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y004VO 
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＜トヨタ・ノア専用＞ 

■EX11Z-NO-SF3N    ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：ナンバープレート取付タイプ バックカメラカラー：ブラック) 

                  オープン価格  10 月中旬発売予定 

・対応年式 ：H26/1～現在 

●ナビ：EX11Z-NO 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様) 

        ※ナンバープレート取付け 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y007NVE 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD(カメラカラー：ブラック) 

  ●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C80NV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y004VO 

■EX11Z-NO-SF3N-W ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：ナンバープレート取付タイプ バックカメラカラー：パールホワイト) 

                    オープン価格  10 月中旬発売予定 

・対応年式 ：H26/1～現在  

●ナビ：EX11Z-NO 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様)         

※ナンバープレート取付け 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y007NVE 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD-W(カメラカラー：パールホワイト) 

●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C80NV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y004VO 

＜トヨタ・エスクァイア専用＞ 

■EX11Z-EQ-SF3N    ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：ナンバープレート取付タイプ バックカメラカラー：ブラック) 

                   オープン価格  10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H26/10～現在  

●ナビ：EX11Z-EQ 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様) 

        ※ナンバープレート取付け 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y007NVE 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD(カメラカラー：ブラック) 

  ●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C80NV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y004VO 
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■EX11Z-EQ-SF3N-W ビッグ X“11” 3カメラ・セーフティパッケージ 

(フロントカメラ：ナンバープレート取付タイプ バックカメラカラー：パールホワイト) 

                     オープン価格  10 月中旬発売予定 

・対応年式 ： H26/10～現在  

●ナビ：EX11Z-EQ 

●マルチビュー・フロントカメラ：HCE-C2500FD-Y(3 カメラパッケージ専用仕様)         

※ナンバープレート取付け 

●サイドカメラ：HCE-CS1000 

●サイドカメラ取付けキット：KTX-Y007NVE 

●マルチビュー・バックカメラ：HCE-C2000RD-W(カメラカラー：パールホワイト) 

●バックビューカメラ取付けキット：KTX-C80NV 

●バックビューカメラダイレクト接続ケーブル：KWX-Y004VO 

 

 

 

 

※製品仕様や発売時期/価格等は変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい 

 

 

 

 

 


