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2020 年 1 月 9 日 

《 アルパイン新製品ニュース 》 

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 

 

120 万画素の HD 高画質でクルマ周囲の障害物も分かり易い。 

アルパインカーナビ NX シリーズ専用 

「ドライブセンサー」高画質カメラシリーズを発表 
マルチビュータイプとしてバックビュー/フロントビューに加えて 

サイドビューカメラと組み合わせた「3 カメラ・セーフティーパッケージ」も登場 

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（東京都大田区、米谷 信彦社長）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、HD 高画質でクルマの周囲にある障害物   
などが見やすいアルパインカーナビ NX シリーズ専用「ドライブセンサー」カメラの新製品を発表。
2 月下旬より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。 

【新製品の概要】 

■120 万画素の HD 高画質で障害物が分かりやすい 

新製品は 120 万画素の HD 高画質カメラを採用。車両の前方、後方をクリアな映像で映し出し障
害物などが見やすく安心して運転を行えるカメラシリーズです。 

■ボイスタッチに対応。ステアリングから手を離さずに呼び出しでき安全です 

ご好評頂いているボイスタッチにも もちろん対応。急な確認を行いたいときでも、ステアリング  
から手を離さずに呼び出してナビ画面に表示することができます。 

 【新製品ラインアップ】 

■「マルチビュー・バックカメラ」：4 パターンの映像が表示可能 

車両の後方を映し出すカメラです。コーナービュー/バックビュー/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。またバックビュー画面表示
の時には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。 

●マルチビュー・バックカメラ 

「HCE-C20HD-RD」（カメラカラー：ブラック）/「HCE-C20HD-RD-W」（カメラカラー：ホワイト） 
●車種専用マルチビュー・バックカメラ  ※□□には車種名アルファベットが入ります 
「HCE-C20HD-RD-□□」（カメラカラー：ブラック）/「HCE-C20HD-RD-□□-W」（カメラカラー：ホワイト）  
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■「マルチビュー・フロントカメラ」：3 パターンの映像が表示可能 

車両の前方を映し出すカメラです。取付けはグリル取付けとナンバー取付けをラインアップしま
す。コーナービュー/パノラマビュー/トップビューの 3 パターンの映像をナビ画面に表示可能。ボ
イスタッチで瞬時に呼び出せるので、見渡しの悪い交差点などを進む際に安心です。 

●マルチビュー・フロントカメラ 
「HCE-C25HD-FD」（カメラカラー：ブラック） 
●車種専用マルチビュー・フロントカメラ  ※□□には車種名アルファベットが入ります 
「PKG-C25HD-FD2-□□」（カメラカラー：ブラック） 
 

■「3 カメラ・セーフティーパッケージ」：車両の前後・左側を瞬時に確認できて安心 

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、サイドビューカメラの 3 カメラ
パッケージです。車両の前方、後方に加えて左側サイドも確認できて安心です。呼び出しはボイス
タッチで瞬時に対応。車種専用モデルがラインアップします。 

●車種専用 3 カメラ・セーフティーパッケージ設定車種 ※□□には車種名アルファベットが入ります 

「PKG-SF25-□□（-W）」  （フロントカメラ：グリル取付/バックカメラカラー:ブラック/ホワイト（-W）） 

「PKG-SF25N-□□（-W）」（フロントカメラ：ナンバー取付/バックカメラカラー:ブラック/ホワイト（-W）） 

◆トヨタ・ヴォクシー : グリル取付け(純正フロントグリル装着車に限ります/純正フロントカメラ未装着車に    
限ります/アルパイン製ナビゲーション装着車に限ります) 
※ヴォクシー（80 系 MC 後：H29/7～現在）/ヴォクシーハイブリッド（80 系：H27/7～現在） 

◆トヨタ・ヴォクシー/ノア/エスクァイア：ナンバー取付け 
※ヴォクシー（80 系：H26/1～現在）/ヴォクシーハイブリッド（80 系 MC 後：H26/2～現在） 
※ノア（80 系：H26/1～現在）/ノアハイブリッド（80 系：H26/2～現在） 
※エスクァイア（80 系：H26/10～現在）/エスクァイアハイブリッド（80 系：H26/10～現在） 

  ◆トヨタ・ハリアー：グリル取付け(純正フロントグリル装着車に限ります/純正フロントカメラ未装着車に          
限ります/アルパイン製ナビゲーション装着車に限ります)  
※ハリアーMC 後（H29/6～現在）/ハリアーハイブリッド（H29/6～現在） 

  ◆トヨタ・ハイエース/レジアスエース：ナンバー取付け 
    ※ハイエース/レジアスエース（H25/12～現在）  

◆トヨタ・アルファード/ヴェルファイア：グリル取付け 
    ※トヨタ・アルファード（H30/1～R1/12）/アルファードハブリッド（H30/1～R1/12）トヨタ・ヴェルファイア（H30/

～R1/12）/ヴェルファイアハイブリッド（H30/1～R1/12） 
◆トヨタ・アルファード/ヴェルファイア：ナンバー取付け 

    ※トヨタ・アルファード（H27/1～R1/12）/アルファードハブリッド（H27/1～R1/12）トヨタ・ヴェルファイア（H27/
～R1/12）/ヴェルファイアハイブリッド（H27/1～R1/12） 

 
 

 

   ※新製品のラインアップは次のページからの一覧をご覧下さい 

 



                                     

                         
                                             

 
www.alpine.co.jp                 3 

【 2020 年 1 月発表 ドライブセンサー・カメラシリーズ 新製品 】 
 

■マルチビュー・バックカメラ 

品番 製品名 標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

HCE-C20HD-RD（-W） 
マルチビュー・バックカメラ 
※HD-TVI 方式  ※ダイレクト接続対応  

※カメラカラー：ブラック/ホワイト（-W） 

￥21,000 2 月下旬 

HCE-C20HD-RD-NVE（-W） 

車種専用マルチビュー・バックカメラ 
※対応車種・年式：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）  
※HD-TVI 方式  ※ダイレクト接続対応  

※カメラカラー：ブラック/ホワイト（-W） 

￥27,300 2 月下旬 

HCE-C20HD-RD-HA（-W） 

車種専用マルチビュー・バックカメラ 
※対応車種・年式：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） 

※HD-TVI 方式  ※ダイレクト接続対応  

※カメラカラー：ブラック/ホワイト（-W） 

￥27,300 2 月下旬 

HCE-C20HD-RD-LP（-W） 

車種専用マルチビュー・バックカメラ 
※対応車種・年式：トヨタ・ランドクルーザープラド

（H21/9～現在） 

※HD-TVI 方式  ※ダイレクト接続対応  

※カメラカラー：ブラック/ホワイト（-W） 

￥25,800 2 月下旬 

HCE-C20HD-RD-AV（-W） 

車種専用マルチビュー・バックカメラ 
※対応車種・年式：トヨタ・アルファード/ヴェルファイア（30

系：H27/1～R1/12）、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～R1/12）  

※HD-TVI 方式  ※ダイレクト接続対応  

※カメラカラー：ブラック/ホワイト（-W） 

￥27,300 2 月下旬 
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■マルチビュー・フロントカメラ 

品番 製品名 標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

HCE-C25HD-FD 
マルチビュー・フロントカメラ 
※HD-TVI 方式  ※ダイレクト接続対応  

※カメラカラー：ブラック 

￥21,000 2 月下旬 

PKG-C25HD-FD2-VO 

車種専用マルチビュー・フロントカメラ 
※対応車種・年式：ヴォクシー（H29/7～現在）、ヴ
ォクシーハイブリッド（H29/7～現在） 
※HD-TVI 方式  ※ダイレクト接続対応  
※カメラカラー：ブラック 

￥27,800 2 月下旬 

PKG-C25HD-FD2-HA   

車種専用マルチビュー・フロントカメラ 
※対応車種・年式：トヨタ・ハリアー（H29/6～現在）、
ハリアーハイブリッド（H29/6～現在） 
※HD-TVI 方式  ※ダイレクト接続対応  
※カメラカラー：ブラック 

￥27,800 2 月下旬 

PKG-C25HD-FD2-LP  

車種専用マルチビュー・フロントカメラ 
※対応車種・年式：トヨタ・ランドクルーザープラド
（H29/9～現在） 
※HD-TVI 方式  ※ダイレクト接続対応  
※カメラカラー：ブラック 

￥27,800 2 月下旬 

PKG-C25HD-FD2-AL   

車種専用マルチビュー・フロントカメラ 
※対応車種・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：H30/1～R1/12） 
※HD-TVI 方式  ※ダイレクト接続対応  
※カメラカラー：ブラック 

￥27,800 2 月下旬 

PKG-C25HD-FD2-VE   

車種専用マルチビュー・フロントカメラ 
※対応車種・年式：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：H30/1～R1/12）、 
※HD-TVI 方式  ※ダイレクト接続対応  
※カメラカラー：ブラック 

￥27,800 2 月下旬 
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■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-CS20HD-AV 

車種専用マルチビュー・サイドカメラ 
※対応車種・年式：トヨタ・アルファード/ヴェルファイア（30

系：H27/1～R1/12）、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～R1/12）  

※HD-TVI 方式  ※ダイレクト接続対応  

￥32,800 2 月下旬 
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■車種専用 3 カメラ・セーフティーパッケージ 

品番 製品名 標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

PKG-SF25-VO（-W） 

車種専用 3 カメラ・セーフティーパッケージ 
※対応車種・年式：ヴォクシーMC 後(H26/1～現在）、
ヴォクシーハイブリッド MC 後（H26/2～現在） 
※グリル取付けタイプ 

※C25HD-FD＋C20HD-RD（-W）＋CS1000＋IFB-

N200 

※フロントカメラカラー：ブラック 

※バックカメラカラー：ブラック/ホワイト（-W） 

￥89,000 2 月下旬 

PKG-SF25N-NVE（-W） 

車種専用 3 カメラ・セーフティーパッケージ 
※対応車種・年式：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）  
※ナンバー取付けタイプ 

※C25HD-FD＋C20HD-RD（-W）＋CS1000＋IFB-

N200 

※フロントカメラカラー：ブラック 

※バックカメラカラー：ブラック/ホワイト（-W） 

￥82,000 2 月下旬 

PKG-SF25-HA（-W） 

車種専用 3 カメラ・セーフティーパッケージ 
※対応車種・年式：トヨタ・ハリアーMC 後（H29/6
～現在）、ハリアーハイブリッド MC 後（H29/6～現
在） 
※グリル取付けタイプ 

※C25HD-FD＋C20HD-RD（-W）＋CS1000＋IFB-

N200 

※フロントカメラカラー：ブラック 

※バックカメラカラー：ブラック/ホワイト（-W） 

￥89,000 2 月下旬 

PKG-SF25N-HI（-W） 

車種専用 3 カメラ・セーフティーパッケージ 
※対応車種・年式：トヨタ・ハイエース（H25/12～
現在）、レジアスエース（H25/12～現在） 
※ナンバー取付けタイプ 

※C25HD-FD＋C20HD-RD（-W）＋CS1000＋IFB-

N200 

※フロントカメラカラー：ブラック 

※バックカメラカラー：ブラック/ホワイト（-W） 

￥82,000 2 月下旬 
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品番 製品名 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

PKG-SF25-AL（-W） 

車種専用 3 カメラ・セーフティーパッケージ 
※対応車種・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：H30/1～R1/12） 
※グリル取付けタイプ 

※C25HD-FD＋C20HD-RD（-W）＋CS1000＋IFB-

N200 

※フロントカメラカラー：ブラック 

※バックカメラカラー：ブラック/ホワイト（-W） 

￥89,000 2 月下旬 

PKG-SF25-VE（-W） 

車種専用 3 カメラ・セーフティーパッケージ 
※対応車種・年式：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：H30/1～R1/12）、 
※グリル取付けタイプ 

※C25HD-FD＋C20HD-RD（-W）＋CS1000＋IFB-

N200 

※フロントカメラカラー：ブラック 

※バックカメラカラー：ブラック/ホワイト（-W） 

￥89,000 2 月下旬 

PKG-SF25N-AV（-W） 

車種専用 3 カメラ・セーフティーパッケージ 
※対応車種・年式：トヨタ・アルファード/ヴェルファイア（30

系：H27/1～R1/12）、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～R1/12）  

※ナンバー取付けタイプ 

※C25HD-FD＋C20HD-RD（-W）＋CS1000＋IFB-

N200 

※フロントカメラカラー：ブラック 

※バックカメラカラー：ブラック/ホワイト（-W） 

￥82,000 2 月下旬 

■カメラ周辺オプション 

品番 製品名 標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

HCE-V02AR-TR-PM 
アルパインカーナビ NX シリーズ専用 
タンク/ルーミー パノラミックビューモニター映像 
分配ユニット 

￥10,000 2 月下旬 

KWX-G003 NEW カメラ用変換ケーブル 
(RCA→ダイレクトカプラー) 

￥880 2 月下旬 

IFB-N200 マルチインターフェース BOX(IN3 系統) ￥10,800 2 月下旬 

 

 


