2020 年 6 月 25 日

《 アルパイン新製品ニュース 》
アルプ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

＜ミニバン、SUV で人気のビッグ X/フローティングビッグ X 11 に新車種専用モデル登場＞

トヨタ・ライズ、スズキ・ジムニー/ジムニーシエラ、
三菱・デリカ D:5/アウトランダー/エクリプスクロス専用モデルを発表
合わせてバックカメラ取付けキット、地図更新キットも発表
電子部品、カーエレクトロニクス関連製品の開発・製造・販売を行うアルプスアルパイン株式会社
（東京都大田区、栗山 年弘社長）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、ミニバンや SUV で人気の車種専用カーAV/ナビゲーシ
ョン「ビッグ X/フローティングビッグ X 11」の新製品として、トヨタ・ライズ、スズキ・ジムニー/ジ
ムニーシエラ、三菱・デリカ D:5/アウトランダー/エクリプスクロス専用モデルを発表。7 月上旬より
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。

【新製品ラインアップ】
＜ビッグ X シリーズ/フローティングビッグ X 11＞
■X9NX-RZ-NR

トヨタ・ライズ専用 カーAV/ナビゲーション
●9 型 WXGA LED 液晶ディスプレイ装備
●純正ナビレディパッケージ/ステアリングリモコン対応
オープン価格

2020 年 8 月下旬発売予定

・対応年式：R1/11～現在
※パノラミックビューには対応しません

■X9NX-JI

スズキ・ジムニー/ジムニーシエラ専用 カーAV/ナビゲーション
●9 型 WXGA LED 液晶ディスプレイ装備
オープン価格

2020 年 7 月上旬発売予定

・対応年式：H30/7～現在

■XF11NX-D5-AR

三菱・デリカ D:5 専用 フローティングタイプ・カーAV/ナビゲーション
●11 型 WXGA LED 液晶ディスプレイ装備
●マルチアラウンドモニター対応
オープン価格

2020 年 7 月上旬発売予定

・対応年式：H31/2～ 現在

■XF11NX-OU-AR

三菱・アウトランダー専用 フローティングタイプ・カーAV/ナビゲーション
●11 型 WXGA LED 液晶ディスプレイ装備
●マルチアラウンドモニター対応
オープン価格

2020 年 7 月上旬発売予定
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・対応年式：R1/9～現在（マイナーチェンジ後）

■XF11NX-EC

三菱・エクリプスクロス専用 フローティングタイプ・カーAV/ナビゲーション
●11 型 WXGA LED 液晶ディスプレイ装備
オープン価格

2020 年 7 月上旬発売予定

・対応年式：H30/3～ 現在

＜バックカメラ取付けキット/ビルトイン USB・HDMI 接続ユニット＞
■KTX-C64JI

スズキ・ジムニー専用バックカメラ取付けキット
標準小売価格 ￥ 4,800（税・取付費別） 2020 年 7 月上旬発売予定
・対応年式：H30/7～ 現在

■KTX-C78OU

三菱・アウトランダー専用バックカメラ取付けキット
標準小売価格 ￥ 3,800（税・取付費別） 2020 年 7 月上旬発売予定
・対応年式：H27/6～現在
※マルチアラウンドモニター未装着車用

■KTX-C01EC

三菱・エクリプスクロス専用バックカメラ取付けキット
標準小売価格 ￥ 3,800（税・取付費別） 2020 年 7 月上旬発売予定
・対応年式：H30/3～ 現在

■KCU-T600HU

三菱・デリカ D:5 専用ビルトイン USB・HDMI 接続ユニット
標準小売価格 ￥ 9,500（税・取付費別） 2020 年 7 月上旬発売予定
・対応年式：H31/2～ 現在
※2020 年製アルパインカーナビ専用となります

＜地図更新ディスク＞
■HCE-E104A

2020 年度版地図更新キット
標準小売価格 ￥ 21,000（税別） 2020 年 7 月下旬発売予定
・メディア：DVD
※対象機種：【メモリーカーナビ】EX11V/EX10V/EX9V/EX8V/X9V/X9VA/X8V/
7WV/7DV/EX10/EX9/EX8/X9/X8/X9S シリーズ

■HCE-S207A

2020 年度版地図更新キット
標準小売価格 ￥ 21,000（税別） 2020 年 7 月下旬発売予定
・メディア：SD＋DVD
※対象機種：【SD カーナビ】7W/7D/EX1000/EX900/EX800/X900/X800/
700W/700D/EX009V/EX008V/X008V/007WV/VIE-X007WII/VIE-X007II/
VIE-X009/VIE-X008EX/VIE-X008/VIE-X007W/VIE-X007 シリーズ
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《 2020 年モデル ビッグ X/フローティングビッグ X 11 の主な特長 》
1. 地図やメニュー、映像も見やすく美しい高画質WXGA 液晶を搭載
従来のWVGA 比で2.4 倍の画素数となるWXGA 液晶を搭載。地図やメニュー、地デジ放送などの映
像までも高精細に表示します。

2．車種専用装着パネルにより、室内に溶け込むインテリアマッチングを実現
X9NX-RZ-NR、X9NX-JIは、車種専用のパネルにより大画面を装着。室内に溶け込む美しいインテリ
アマッチングを実現します。

３．薄型フラットデザインとブルーLED が 11 型大画面の美しい浮遊感を演出（XF11NX シ
リーズ）
フローティングビッグ X 11 シリーズ「XF11NX」はタブレット型端末をイメージし、極限まで薄型
にこだわったフラットデザインを採用。ディスプレイの下部に装備されたブルーLED とあわせて、11
型大画面の美しく浮遊感あふれる装着を実現。車室内に高品位な空間を創り出します。

4．11型ディスプレイとナビ本体を強固に取り付けるフローティングタイプ
（XF11NXシリーズ）
フローティングタイプのカーナビで起こりがちな振動によるガタツキ対策を実施。11型ディスプレイ
をナビ本体に対して強固に面装着することで、路面のガタツキなどからくる振動を大幅に抑制します。

5．見やすさと使いやすさを両立した「スマートビューマップ」やメニューデザイン
車載カーナビの液晶画面専用に開発された「スマートビューマップ」は道路や地図上の文字の見やす
さを追求。施設ごとに異なる文字色やデザインで分かりやすく表示します。またナビやオーディオのメ
ニューは階層の立体表現で直観に操作しやすいデザイン。カラフルなアイコンは視認性も高めました。

6．声で主要なカーナビ操作やオーディオ変更も行える「ボイスタッチ」搭載
声で主要なカーナビ操作を行え、レスポンスの早さとステアリングから手を放さずに操作が行える快
適さで好評の「ボイスタッチ」を搭載。2020年モデルでは対応するワードも51に大幅増加。ご要望の
多かったオーディオ変更やリアビジョンとの連携機能であるダブルゾーンの呼び出し、2 画面表示も声
で操作可能に。さらにコンビニやファミレスなどの周辺検索では自車位置から目的地候補を地図表示す
るなど、使い勝手が向上しています。

7．スマホアプリ「BIG X CONNECT」で地図更新が可能
スマホアプリ「BIG X CONNECT」を利用すれば手軽に地図更新が可能。「BIG X CONNECT」はお
出かけ先や立ち寄り先も検索でき、カーナビに転送することで簡単に目的地設定することができます。

8．新開発パワーアンプ搭載など高音質でハイレゾにも対応したハイクオリティ・サウンド
2020年モデルのビッグX/フローティングビッグX 11は、新設計のフルデジタル・パワーアンプや低
音ノイズを減らす高音質回路、また新開発のオーディオパーツなどの採用によりユニットとしての高音
質設計を実施。さらにハイレゾ対応や前後左右4チャンネル独立のパラメトリック・イコライザーなど、
ハイクオリティなサウンドを実現しました
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※当社は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にこのロゴを冠して推奨しています.
※ハイレゾロゴは日本オーディオ協会の登録商標です。

＜その他の特長＞
■オーディオ再生を演出する「エモーショナルサウンドビジョン」
オーディオ再生時には楽曲情報とともに、高品位なアニメーションの「エモーショナルサウンドビジ
ョン」を表示。お気に入りのアーティストを楽しむ時間と空間を、さらに気持ちよく演出します。

■放送中の番組が分かりやすい地デジ8チャンネル画面表示
地上デジタル放送のチャンネル切り替えは、放送中の画面を表示しながら8つの放送局を表示。受信で
きて切り替え可能なチャンネルがひと目で分かりやすく、番組を見ながらのチャンネル選びがスムーズ
に行えます。

■オーナー心をくすぐる「車種専用オープニング」
カーナビゲーションの起動時に、愛車のフロントビューが複層的に浮かび上がるアニメーションと専
用のサウンドを格納。愛車への気持ちを高めます。

■人が案内しているようにわかりやすい「カウントダウンガイダンス」
人が案内してくれるような分かりやすさで好評の「カウントダウンガイダンス」を搭載。「あと●●
m」という案内に加え「３つ目の信号を右」や道路に面したランドマークなど目の前の光景に対応した
ルート案内を実現。信号以外にも曲がり角を「３つ目の角」、「2つ目の角」というカウントダウンで案
内するので、うっかり交差点を通過してしまうことを防ぎます。

■「6 軸ジャイロセンサー」による高精度の自車位置表示
緯度・経度に加えて高度も計測する「6 軸ジャイロセンサー」を搭載。高速道路上や高架下、立体駐
車場など誤認識しがちだった場所も高精度に自車位置を測位して表示。またみちびき、GLONASS、ガ
リレオを始めとした複数のGPS 衛星の受信に対応。24 時間、高精度な自車位置測位を実現します。

■Bluetooth、SD、USB など、音楽や動画が楽しめる多彩なメディア対応
Bluetooth によるスマホの音楽再生やSD、USB に収録された音楽、動画の再生。またHDMI 接続に
よるスマホやデジタルカメラの動画再生やiPhone、androidスマホの音楽/動画再生など、多彩なメディ
アに対応。もちろんCD やDVD の再生も可能です。
※Bluetooth 4.2 に対応
※HFP/OPP/PBAP/ACDP/AVRCP/SPP 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
※iPhone やandroid スマートフォンとカーナビを接続するHDMI ケーブルは別売となります

■後方車両への注意や録画をナビ画面で確認できる「ドライブレコーダー」対応
同時発表のアルパイン製のドライブレコーダー新製品と接続すれば、ナビ画面で録画映像の確認やド
ライブレコーダーの各種設定が可能。また後方や前方への注意喚起メッセージをナビ画面に表示するな
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ど、アルパインならではのカーナビとの連携機能で安心のドライブをサポートします。
※アルパインカーナビとの連携は、DVR-C320R/DVR‐C370Rが対応しています。詳しくはドライブレコーダー新製品を
ご覧ください
※アルパイン製カーナビ「●●NX シリーズ」と新製品のドライブレコーダーを連携させる場合、「NX シリーズ」の出
荷時期によりプログラムのアップデートが必要となる場合があります。

■2020 年から2022 年まで3年分の地図更新が無料
お客様登録を行うことで、2020年から2022年まで3年分の地図更新が無料。データはスマホアプリ
「BIG X CONNECT」でのダウンロードを始めとした方法を用意。さらに新設された高速道のデータ
も配信します。

《新製品の詳細につきましては、下記のアルパインホームページもご覧下さい》
■ビッグ X/フローティングビッグ X 11 新車種登場
https://www.alpine.co.jp/products/carnavigation/2020-first-half-new-car-models/

■2020 年度版 地図更新のご案内
https://ec.alpine.co.jp/shop/e/e20map-re/

■カーナビと連携でさらに安心・安全！ 2 カメラドライブレコーダースペシャルサイト
https://www.alpine.co.jp/special/d-recorder/

■2020 ALL NEW BIGX シリーズ スペシャルサイト
https://www.alpine.co.jp/special/navi/
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＜新製品装着イメージ＞
スズキ・ジムニー/ジムニーシエラ専用ビッグ X
X9NX-JI
9 型ディスプレイ搭載

トヨタ・ライズ専用ビッグ X
X9NX-RZ-NR
9 型ディスプレイ搭載

三菱・デリカ D:5 専用フローティングビッグ X 11
XF11NX-D5-AR
11 型ディスプレイ搭載

三菱・アウトランダー専用フローティングビッグ X 11
XF11NX-OU-AR
11 型ディスプレイ搭載

三菱・エクリプスクロス専用フローティングビッグ X 11
XF11NX-EC
11 型ディスプレイ搭載
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