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2021 年 1 月 7 日 

 

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 

 

声で操作、高画質・大画面で人気の車種専用カーナビに新製品登場  

2021 ビッグ X を発表 
Apple CarPlay

Ⓡ ※1、Android Auto
TM ※2 に対応。Amazon Alexa※3 を搭載。 

スマートフォン連携を強化して、さらに快適なドライブを提供 

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、石田 宗樹社長）は、新たに Apple CarPlay
Ⓡ ※1、Android Auto

TM ※2 に    

対応し、Amazon Alexa※3 を搭載した車種専用・大画面カーナビ「2021 ビッグ X」と 7 型ディス    

プレイ搭載の AV/ナビゲーション新製品ラインアップを発表。2 月より順次、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新製品の概要】 

■誕生から 10 年。車種専用・大画面カーナビ市場を創造し、進化を続ける「ビッグ X」 

2010 年に市販カーナビの常識を覆す 8 型大画面カーナビとして登場した「ビッグ X」は、その後の

10 年で最大 11 型の大画面まで進化。大画面を美しく装着する取付けキットや、快適に音楽が楽しめる

サウンドチューニング、接続するバックカメラのガイド線など、車種ごとに専用チューニングを施した

設計がお客様から高い評価を獲得してきました。 

■「ビッグ X」トヨタ・ランドクルーザープラド＜H29/9～

現在＞：X9NX2（9 型ディスプレイ搭載）＋KTX-X9-LP-

150-L（ランドクルーザープラド専用取付けキット） 

■「フローティング ビッグ X “11”」トヨタ・ハイエース 

＜H25/12 ～現在＞：XF11NX2（11 型ディスプレイ）

＋KTX-XF11-HI-200-NR（ハイエース専用取付け 

キット） 
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■新たに Apple CarPlayⓇ
 ※1、Android AutoTM

 ※2 に対応。Amazon Alexa ※3 を搭載 

「2021 ビッグ X」は、新たに Apple CarPlay
Ⓡ ※1、Android Auto

TM ※2に対応。普段から使用して

いる音楽サービスやハンズフリー通話、メッセージなどの機能をご利用いただけます。また、Amazon 

Alexa ※3
を搭載しているため、こうした機能に加えてカーナビを通じた音声認識によるニュースの聞き

取り、天気の確認など対話形式による情報取得が可能です 
※4

。 

■走行中でも声で快適操作できる「ボイスタッチ」搭載 

声でカーナビの主要機能を操作できる「ボイスタッチ」を搭載。コンビニやガソリンスタンドなどの

周辺施設を検索してルート設定までを声で行えるほか、音楽から映像へのオーディオソース変更、地図

の拡大・縮小なども声で操作可能。主要な操作を走行中でも行うことができます。 

■フルデジタル・パワーアンプ搭載やハイレゾ対応などのハイクオリティ・サウンド 

「2021 ビッグ X」はサウンドも高音質設計。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、高音質のオーディオパーツの採用により、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席 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。 

■後席モニターや車載用カメラ、ドライブレコーダーなど周辺機器も充実 

「2021 ビッグ X」は、これまで同様にシステム連携が可能な周辺機器を用意しています。 

後席モニター「リアビジョン」は、最大 12.8 型の大画面や、天井/ヘッドレスト/アームの取付け    

タイプを用意。「2021 ビッグ X」との組み合わせることで前席/後席で別々の AV ソースが楽しめる  

ダブルゾーン機能に対応するほか、プラズマクラスター
※5 

機能装備のモデルもラインアップしています。  

高解像度の車載用カメラ「ドライブセンサー」は、マルチビュー対応のバックビューカメラや    

フロントカメラが充実。ナビゲーションに格納される車種専用データにより車種ごとのガイド線を表示

するため、安心して駐車や停車を行うことができます。 

ドライブレコーダーは、「2021 ビッグ X」との連携で録画映像の確認や設定がカーナビから操作可能

（カーナビ連携モデル：DVR-C320R/DVR-C370R）。安全・安心のドライブをサポートします。 

 

 

 

※1 Apple CarPlay は Apple Inc. の商標です。 

Apple CarPlay ロゴの使用に関して、車両のユーザーインターフェースがアップルが定める性能基準を満たしていることを 

示します。アップルは、車両の動作および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。 

本製品を iPhone または iPod と使用することにより、無線の性能に影響を及ぼすおそれがありますのでご注意下さい。 

 

 

※2 Android Auto は Google LLC の商標です。 

 

 

※3 Amazon、Alexa、Kindle、Audible、Amazon Music および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc またはその関連

会社の登録商標です。 

※4 Amazon Alexa による音声認識操作は、専用アプリ「BIG X CONNECT」との連携が必要です 

※5  プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmacluster は、シャープ株式会社の登録商標です。  
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【2021 ビッグ X/7WNX2/7DNX2 の主な特長】 

１．Apple CarPlay
Ⓡ

 ※1、Android Auto
TM

 ※2 に対応。Amazon Alexa ※3 を搭載 

新たに Apple CarPlay
Ⓡ ※1、Android Auto

TM ※2 に対応。普段から使用している音楽サービスや   

ハンズフリー通話、メッセージなどの機能をご利用いただけます。また、Amazon Alexa ※3
を搭載して

いるため、こうした機能に加えてカーナビを通じた音声認識によるニュースの聞き取り、天気の確認  

など対話形式による情報取得が可能です 
※4

。 

 

※1  Apple CarPlay は Apple Inc. の商標です。 

Apple CarPlay ロゴの使用に関して、車両のユーザーインターフェースがアップルが定める性能基準を満たしていることを 

示します。アップルは、車両の動作および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。 

本製品を iPhone または iPod と使用することにより、無線の性能に影響を及ぼすおそれがありますのでご注意下さい。 

 

 

※2 Android Auto は Google LLC の商標です。 

 

 

※3 Amazon、Alexa、Kindle、Audible、Amazon Music および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc またはその関連

会社の登録商標です。 

※4  Amazon Alexa による音声認識操作は、専用アプリ「BIG X CONNECT」との連携が必要です 

２．走行中でも声で主要なナビ操作が行える「ボイスタッチ」搭載 

地図の拡大・縮小、2 画面表示切替えなどの画面操作をはじめ、コンビニ、ファミレス、ショッピング

モールなどの周辺スポット検索。またオーディオ変更や地上デジタル放送のチャンネル変更など、   

主要なカーナビの操作を声で行うことができます。トリガーとなる言葉は不要のためレスポンスが早く、  

走行中でもステアリングから手を放さずカーナビを操作することができます。 

３．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 倍の画素数となる高画質 WXGA 液晶をすべてのモデルに採用。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。 

４．大画面を装着する車種専用パネルがインテリアをグレードアップ 

「 2021 ビ ッ グ X 」 は 車 種 ご と に 専 用 デ ザ イ ン を 施 し た パ ネ ル に よ り 大 画 面 を 装 着

（EX11NX2/EX10NX2/EX9NX2 シリーズ）。専用デザインはインテリアをよりグレードアップします。

またフローティングタイプやキー一体型タイプでも、美しい装着感を実現しています。 

５．スマートな装着を実現する車種専用取付けキットをラインアップ 

XF11NX2/X9NX2/X8NX2/7WNX2/7DNX2 向けには、別売の車種専用の取付けキットをライン  

アップ。車種ごとにスマートな取付けを実現します。 

６．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とメニューデザイン 

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。ナビやオーディオのメニューは、   
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階層的な立体表現で直観的に操作しやすいデザインを追求。カラフルなアイコンで視認性も高めました。 

７．パワーアンプ、オーディオパーツなどハイレゾにも対応したハイクオリティ・サウンド 

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、また高級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全後席 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。 

８．後席モニターとのリンクで、前後で異なるメディアの再生が可能 

 後席モニター「リアビジョン」とのリンク機能により、前席・後席で異なるメディアを再生できる   

ダブルゾーンに対応。ダブルゾーンはボイスタッチでも操作可能で、楽しいドライブをサポートします。 

９．車種専用ガイド線格納で安心の車載用カメラ対応 

 駐車や幅寄せするときに安心な車種専用ガイド線を格納。車種ごとに実測したデータが表示される 

ことで、前方、後方、側方と車両の位置を分かりやすく表示します。 

10．録画映像の確認や設定をナビ画面で行えるドライブレコーダー連携 

アルパイン製の別売ドライブレコーダー「DVR-C320R/DVR-C370R」と接続すれば、録画映像の確認

やドライブレコーダーの設定などの操作をカーナビ画面から行うことができます。 

11．専用スマートフォンアプリ「BIG X CONNECT」により地図更新が可能 

スマートフォン用アプリ「BIG X CONNECT」（ビッグ X コネクト）により地図更新が可能。BIG X 

CONNECT を通じて地図データをダウンロード。クルマに乗ってビッグ X とつなげることで手軽に地図

更新を行うことができます。また、BIG X CONNECT はお出かけ先や立ち寄りスポットを検索する   

こともでき、カーナビへ転送してルート設定も可能です。 

【その他の特長】 

●クリアブラックディスプレイで大画面がさらに美しく 

11 型大画面にはクリアブラックディスプレイを採用。空気の隙間をなくしたギャップレス構造により、

地図や映像をこれまで以上に美しく表示。液晶画面への光の反射も抑え、日差しが眩しい時の見やすさ

も向上しています。 

●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

できる放送局がひと目で分かるため、番組を見ながらでも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表示する車種専用オープニングを用意。格納されたデータから車種を

選択することで設定が完了。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車種に 

合わせたサウンドが、愛車への気持ちを高めます。 
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●メニューのスクロール、地図のフリック/ピンチイン/ピンチアウトなど快適操作 

メニューは指でスクロール。地図はスマホのようにフリック/ピンチイン/ピンチアウトができ、快適 

な操作性を実現しました。 

●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」を装備。        

「300m 先の」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。 

●ルートサーチを自分好みにチューニングできるルートチューニング 

有料道路優先や広い道路優先など、ユーザーの好みに合わせたルートサーチを設定可能。どこでも自分

好みのルートサーチが行えます。 

●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 

別売の ETC2.0 車載器を接続すれば、渋滞状況に考慮した目的地への最短時間ルートを計算します。 

  ※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-B120V」（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-B120」（標準     

小売価格 ￥36,000/取付け費・セットアップ費別）が必要です 

●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    

駐車場など誤認しがちだった場所で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、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 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 

※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 

●2021 年から 2023 年まで 3 年分の地図更新が無料。さらに最新の高速道データ配信にも対応 

お客様登録を行うことで 2021 年から 2023 年まで 3 年分の地図更新データを無料でダウンロード 

できます。さらに新設された高速道のデータも配信。更新はスマホ使用して「BIG X CONNECT」   

（ビッグ X コネクト）で行うと便利です。 

●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-B120」（標準小売価格 ￥36，000/税・取付け費・セットアップ費別）、「HCE-

B120V」（標準小売価格 ￥45,000/税・取付け費・セットアップ費別）を接続することで、最新の ITS

スポットに対応します。 
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【 2021 年 1 月新製品：車種専用カーAV/ナビゲーション一体機・その他 】 

■ビッグ X「EX11NX2 シリーズ」（11 型画面）             ※意匠登録済 

品番 製品名/対応年式等 
価格 

（取付費別） 
発売予定日 

EX11NX2-AV-30 

トヨタ・アルファード/ヴェルファイア専用カーナビ 

＜対応車種＞ 

トヨタ・アルファード（H27/1～R1/12）/アルファードハイブリッド

（H27/1～R1/12）、トヨタ・ヴェルファイア（H27/1～R1/12）/ヴ

ェルファイアハイブリッド（H27/1～R1/12） 

※ビルトインカーアロマ付属 

オープン 2 月 

EX11NX2-NVE-80 

トヨタ・ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用カーナビ 

＜対応車種＞ 

ヴォクシー（80 系：H26/1～現在）/ヴォクシーハイブリッド（80 系：

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） 

※純正ステアリングリモコンコントロールキット「KTX-Y401R」別売 

オープン 2 月 

EX11NX2-SE-27-L-AM 

日産・セレナ/セレナ ハイウェイスター専用カーナビ 

＜対応車種＞ 

セレナ/セレナハイウェイスター、セレナ e-POWER/e-POWER ハイ

ウェイスター（R1/8~現在） 

※インテリジェントアラウンドビューモニター付車対応 

オープン 2 月 

EX11NX2-SE-27-E-AM 

日産・セレナ/セレナハイウェイスター専用カーナビ 

＜対応車種＞ 

セレナ/セレナハイウェイスター（H28/8～R1/7）、セレナ e-

POWER/e-POWER ハイウェイスター（H30/3～R1/7） 

※インテリジェントアラウンドビューモニター付車対応 

オープン 2 月 

EX11NX2-D5-1-AR 

三菱・デリカ D:5 専用カーナビ 

対応年式：H31/2～現在 

※マルチアラウンドビューモニター対応 

オープン 2 月 

■フローティングビッグ X 11「XF11NX2」（11 型画面）         

品番 製品名/対応年式等 
価格 

（取付け費別） 
発売予定日 

XF11NX2 

フローティングビッグ X 11 

※取付けには別売の車種専用取付けキットが必要です。車種専用

取付けキットを使用しない場合は別売の電源コードが必要です 

オープン 2 月 
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＜フローティングビッグ X 11 車種専用取付けキット設定車種（別売）＞ 

【トヨタ】エスティマ/エスティマ ハイブリッド（H28/6～R1/10）、シエンタ/シエンタ ハイブリッド（H27/7～現在）、     

アクア（H26/12～現在）、ハイエース（H25/12～現在）、レジアスエース（H25/12～R2/4）、ハイエース ワイドボディ/     

レジアスエース ワイドボディ（H25/12～R2/4）、ハイラックス （H29/9～現在）、プリウス（H27/12～現在）、ランド     

クルーザー プラド（H29/9～現在）、C-HR/C-HR ハイブリッド（H28/12～R1/10） 

【日産】エクストレイル/エクストレイル ハイブリッド（H25/12～現在）、NV350 キャラバン（H29/7～現在） 

【ホンダ】ヴェゼル/ヴェゼル ハイブリッド（H25/12～現在）、N-BOX/N-BOX カスタム（H29/9～現在） 

【三菱】アウトランダー/アウトランダーPHEV（R1/9～現在）、エクリプスクロス（H30/3～R2/12）、デリカ D:5（H31/2～  

現在） 

【スズキ】ハスラー（R2/1～現在） 

【マツダ】CX-5（H29/2～現在）/CX-5（Bose®サウンドシステム装着車）、CX-8（H29/12～現在）/CX-8（Bose®サウンド  

システム装着車）（H29/12～現在） 

                         ※取付けキットの詳細につきましては、アルパイン HP をご覧下さい 

■ビッグ X ドライブレコーダー/カメラパッケージ 

品番 製品名/対応年式等 
価格 

（取付費別） 
発売予定日 

EX11NX2-NVE-80-C2-DR 

トヨタ・ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用カーナビ ドラ

イブレコーダー/カメラパッケージ 

＜対応車種＞ 

ヴォクシー（80 系：H26/1～現在）/ヴォクシーハイブリッド（80 系：

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） 

※DVR-C320R/HCE-C20HD-RD-NVE 付属 

※純正ステアリングリモコンコントロールキット「KTX-Y401R」別売 

オープン 2 月 

EX11NX2-SE-27-L-AM-DR 

セレナ/セレナ e-power 専用カーナビ ドライブレコーダ

ーパッケージ 

＜対応車種＞ 

セレナ/セレナハイウェイスター、セレナ e-POWER/e-POWER ハイ

ウェイスター（R1/8~現在） 

※DVR-C320R 付属 

※インテリジェントアラウンドビューモニター付車用 

オープン 2 月 

XF11NX2-HI-200-NR-DR 

トヨタ・ハイエース/レジアスエース専用カーナビ ドラ 

イブレコーダーパッケージ 

＜対応車種＞ 

ハイエース（H25/12～現在）、レジアスエース（H25/12～R2/4）、

ハイエース ワイドボディ/レジアスエース ワイドボディ（H25/12～

R2/4） 

※DVR-C320R 付属 

※メーカーオプションバックカメラ装着車用 

※添付のドライブレコーダー型紙は R2/5~一部改良後の標準ボディ

車用となります 

オープン 2 月 
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■ビッグ X「EX10NX2 シリーズ」（10 型画面）              ※意匠登録済 

品番 車種（年式） 
価格 

（取付費別） 

発売予定 

時期 

EX10NX2-AV-20 
トヨタ・20 系アルファード/ヴェルファイア専用カーナビ 

対応年式：H20/5～H27/1 
オープン 2 月 

EX10NX2-AVH-20 

トヨタ・20 系アルファード/ヴェルファイアハイブリッド 

専用カーナビ 

対応年式：H23/11～H27/1 

オープン 2 月 

EX10NX2-AV-20-GO 

トヨタ・20 系アルファード TYPE GOLD/ヴェルファイア

GOLDEN EYES 専用カーナビ 

＜対応車種＞ 

Type GOLD/Golden Eyes（H24/9～H25/10） 

TYPE GOLD Ⅱ/GOLDEN EYES Ⅱ（H25/10～H27/1） 

オープン 2 月 

PKG-R-EX10NX2-AV-20 

トヨタ・20 系アルファード/ヴェルファイア MOP 装着車  

リプレイス用カーナビ 

対応年式：H20/5～H23/11 

※11 スピーカー車に対応 

※カメラカラー：ブラック 

オープン 2 月 

PKG-R-EX10NX2-AV-20-W 

トヨタ・20 系アルファード/ヴェルファイア MOP 装着車  

リプレイス用カーナビ 

対応年式：H20/5～H23/11 

※11 スピーカー車に対応 

※カメラカラー：ホワイト 

オープン 2 月 

EX10NX2-HA-60-L 

トヨタ・ハリアー/ハリアーターボ/ハリアーハイブリッド 

専用カーナビ 

対応年式：H29/6～R2/6 

※専用カーアロマ付属 

オープン 2 月 

EX10NX2-XT-32-AM 

日産・エクストレイル専用カーナビ 

＜対応車種＞ 

エクストレイル/エクストレイルハイブリッド（H29/6～現在） 

※インテリジェントアラウンドビューモニター装着車用 

オープン 2 月 

EX10NX2-ST-RP 
ホンダ・ステップワゴン専用カーナビ 

対応年式：H27/4～現在 
オープン 2 月 
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■ビッグ X「EX9NX2 シリーズ」（9 型画面）  ※アルパインストア限定モデル ※意匠登録済 

品番 車種（年式） 
価格 

（取付費別） 

発売予定 

時期 

EX9NX2-HA-60-E 

トヨタ・ハリアー専用カーナビハリアー  

＜対応車種＞ 

H25/12～H29/6/ハリアーハイブリッド H26/1～H29/6/ハリア

ーG’s H27/1～H29/6 

※専用カーアロマ付属 

アルパインスト

ア限定モデル 
2 月 

EX9NX2-PR-30 

トヨタ・プリウス専用カーナビ 

＜対応車種＞ 

プリウス（30 系: H23/12～H27/12）、プリウス PHEV（30 系：

H24/1～H25/9） 

アルパインスト

ア限定モデル 
2 月 

EX9NX2-PRA-40-L 
トヨタ・プリウスα専用カーナビ 

対応年式：H 26/11～現在 

アルパインスト

ア 

限定モデル 

2 月 

EX9NX2-PRA-40-E 
トヨタ・プリウスα専用カーナビ 

対応年式：H23/5～H26/11 

アルパインスト

ア限定モデル 
2 月 

EX9NX2-OD-RC 

ホンダ・オデッセイ専用カーナビ 

＜対応車種＞ 

オデッセイ（H25/11～H29/11）、オデッセイハイブリッド

（H28/2~H29/11） 

アルパインスト

ア限定モデル 
2 月 

EX9NX2-WRA-36 

JEEP ラングラー専用カーナビ 

＜対応車種＞ 

ラングラーアンリミテッドスポーツ（H24/1～H30/8） 

アルパインスト

ア限定モデル 
2 月 

EX9NX2-WRA-36-SH 

JEEP ラングラー専用カーナビ 

＜対応車種＞ 

ラングラーアンリミテッドサハラ（H24/1～H30/8） 

アルパインスト

ア限定モデル 
2 月 

■ビッグ X「X9NX2」（9 型画面）             

品番 車種（年式） 
価格 

（取付け費別） 

発売予定 

時期 

X9NX2 

車種専用チューニング対応 9 型カーナビ 

※取付けには別売の車種専用取付けキットが必要です。車種専用  

取付けキットを使用しない場合は別売の電源コードが必要です 

オープン 2 月 

＜ビッグ X 「X9NX2」車種専用取付けキット設定車種（別売）＞ 

【トヨタ】アルファード/ヴェルファイア/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（H27/1～R1/12）、    

ヴォクシー/ヴォクシーZS（H26/1～現在）、ヴォクシー特別仕様車 ZS“煌”（H26/11～現在）、ノア/ノア Si（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）、

エスティマ/エスティマ ハイブリッド（H28/6～R1/10）、カムリ（H29/7～R1/9）、タンク/ルーミー（MC 前）（H28/11～

R2/9）、ルーミー（MC 後）（R2/9～現在）、ハリアー/ハリアー ハイブリッド（H29/6～R2/6）、プリウス（H27/12～現在）、
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ライズ（R1/11～現在）、ランドクルーザー プラド（H29/9～現在）、C-HR/C-HR ハイブリッド（H28/12～R1/10）、RAV4/RAV4 

ハイブリッド（H31/4～現在） 

【日産】セレナ e-POWER（H30/3～R1/7）、ノート/ノート e-POWER（H28/11～現在）      

【スズキ】ジムニー/ジムニー シエラ（H30/7～現在） 

【スバル】レガシィ アウトバック（H26/10～H29/10） 

                        ※取付けキットの詳細につきましては、アルパイン HP をご覧下さい 

■ビッグ X「X8NX2」（8 型画面） 

品番 車種（年式） 
価格 

（取付け費別） 

発売予定 

時期 

X8NX2 

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取付けキットが必要です。車種専用  

取付けキットを使用しない場合は別売の電源コードが必要です 

オープン 2 月 

＜ビッグ X 「X8NX2」車種専用取付けキット設定車種（別売）＞ 

【トヨタ】アルファード/ヴェルファイア/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（H27/1～R1/12）、    

ハイエース（H25/12～現在）、レジアスエース（H25/12～R2/4）、ハイエース/レジアスエース（ワイドボディ）（H25/12～

R2/4）、ハイエース スーパーGL（H25/12～現在）/レジアスエース スーパーGL（H25/12～R2/4） 

【ホンダ】ヴェゼル/ヴェゼル ハイブリッド（H25/12～現在） 

【JEEP】レネゲード（H27/9～H30/5） 

                          ※取付けキットの詳細につきましては、アルパイン HP をご覧下さい 

■「7WNX2」（200 ミリワイド・7 型画面） 

品番 車種（年式） 
価格 

（取付け費別） 

発売予定 

時期 

7WNX2 

車種専用チューニング対応 200 ㎜ワイド･7 型カーナビ 

※取付けには別売の車種専用取付けキットが必要です。車種専用  

取付けキットを使用しない場合は別売の電源コードが必要です 

オープン 2 月 

＜7WNX2 車種専用取付けキット設定車種（別売）＞ 

【トヨタ】ヴォクシー/ヴォクシーZS（H26/1～現在）、ヴォクシー特別仕様車 ZS“煌”（H26/11～現在）、ノア/ノア Si（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）、シエンタ/シエンタ ハイブリッド（H27/7～現在）、アクア（H26/12～現在）タンク/ルーミー（MC 前）（H28/11

～R2/9）、ルーミー（MC 後）（R2/9～現在）、ハイエース（H25/12～現在）、レジアスエース（H25/12～R2/4）、         

ハイエース ワイドボディ/レジアスエース ワイドボディ（H25/12～R2/4）、ハリアー/ハリアー ハイブリッド（H29/6～R2/6）、

プリウス（H27/12～現在）、ランドクルーザー プラド（H21/9～現在）、C-HR/C-HR ハイブリッド（H28/12～R1/10） 

【ダイハツ】タント/タント カスタム（H25/10～R1/7） 

                          ※取付けキットの詳細につきましては、アルパイン HP をご覧下さい 

■「7DNX2」（2DIN サイズ・7 型画面） 

品番 車種（年式） 
価格 

（取付け費別） 

発売予定 

時期 

7DNX2 
車種専用チューニング対応 7 型カーナビ 

※取付けには市販の取付けキットを使用します 

オープン 3 月 
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■カーナビゲーション関連アクセサリー 

品番 製品名 
標準小売価格 

（取付け費別） 

発売予定 

時期 

KCE-GPH16 
汎用電源ケーブル 

※「KCE-X088」（発売済み）と同一の製品です 
￥2,200 2 月下旬 

KTX-C01EC2 
三菱・エクリプスクロス専用バックカメラ取付けキット 

対応年式：R2/12~現在（マイナーチェンジ後） 
￥3,800 2 月上旬 

■後席モニター 

品番 製品名 
標準小売価格 

（取付け費別） 

発売予定 

時期 

SXH10S 
10.1 型 WXGA ヘッドレスト取付け型 後席モニター 

※ヘッドレスト取付けベース付属 
オープン 1 月下旬 

 

■一般のお客様からのお問合せ先 

アルパイン インフォメーションセンター 

電話 : 0570-006636 

※受付時間は、月曜日～金曜日：9:30～17:30（土日祝日、当社休業日は除く） 

■「よくあるご質問」はこちらもご紹介下さい 

アルパインホームページ「よくあるご質問」 

http://alpine.custhelp.com/ 

■報道関係の皆様からのお問合せ先 

アルパインマーケティング株式会社   

マーケティング推進部  マーケティンググループ   担当 ： 佐藤正裕 

e-mail：masahiro-sato@aoja.alpine.co.jp  TEL：03-5499-4532（直通） 

＜製品画像データは、下記の専用サイトからダウンロードいただけます＞ 

https://shelf.amana.jp/alpine/Logon.do 

                   ID：ais_user1    パスワード：ais_user2 

※今回発表の新製品画像フォルダをダウンロードしてご使用下さい 

※プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。 

その後予告なしに変更されることがあります、あらかじめご了承ください。 

https://shelf.amana.jp/alpine/Logon.do

