
S5 100 CM 1503 Printed in Japan

平成27年3月発行

●製品の組み合わせによっては接続できない場合があります。●保証書は所定事項が記入されているかご確認の上、お受け取りください。●本カタログ掲載の価格には取付け費は含まれておりません。●モニター画面はすべてハメコミ合成です。●本カ
タログ掲載の各製品と実車のイメージ装着写真はハメコミ合成です。実際の装着とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●カタログと実際の製品及び画面の色とは印刷の条件等により、多少異なる場合もあります。●仕様および外観は、
改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●このカタログの記載内容は、平成27年3月現在のものです。

■ご使用に関するご注意

安全に関するご注意

アルパインホームページで
より詳細な情報がご覧になれます。

または検索サイトから

www.alpine.co.jp

ドライブセンサー

●弊社製品の取付け・配線は、安全のため必ずお買い上げの販売店にご依頼願います。誤った取付け・配線により
お車に重大な支障をきたす場合があります。●弊社製品の通気孔や放熱板を塞がないようご注意ください。また

水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないでください。火災や故障の原因となることがあります。●弊社製品は本体/モニ
ターをしっかり固定できない場所や振動の多い場所に取付けないでください。事故やけがの原因になることがあります。●弊社製品は
「取付け説明書」で指定された通り接続してください。指定以外の接続を行うと火災や事故の原因となることがあります。●車体やネジ
部、シートレール等の可動部にコード類を挟み込まないよう配線してください。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となるこ
とがあります。●外部アンテナは車幅や車の前後からはみ出さないようご注意ください。接触事故の原因となることがあります。●運転
中の音量は、車外の音が聞こえる音量でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

注意 ●弊社製品を前方の視界を妨げる場所やハンドル、シフトレバー、ペダル類等の運転操作の妨げ
となる場所や同乗者に危険を及ぼす場所に取付け/設置しない。事故やけがの原因となります。

●本機の小型付属品（電池、ボタン等）を幼児の手の届かないところに保管する。万一飲み込んだ場合直ちに医師の
治療を受けてください。●運転者は走行中に操作（画面・音量調節等）をしない。事故の原因となりますので、操作は必
ず安全な場所に停車させてから行ってください。●運転者がテレビやビデオを見るときは必ず安全な場所に停車させ
てください。弊社製品はテレビやビデオは安全のため走行中は表示されません。●弊社製品を分解したり、改造したり
しない。事故、火災、感電の原因となります。●弊社製品に万一異常（水に濡れた、異物が入った、変な音や匂いがする
等）が発生した場合、直ちに使用を中止し、お買い上げ販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。

警告

●車両後退時の後方・周辺確認は必ず運転者の目視で行ってください。リアカメラは車両周辺確認のための補助装置です。画面に映し出される映像は車両周辺状況の一部です。カメラは広角レンズを使用しており、通常の視界と映し出される映像では距
離感が違います。また、リアカメラの映像は鏡像映像です。ディスプレイ上にはルームミラーと同様の映像が映ります。●運転中は、画面を見るのを最小限にしてください。走行中に画面を見ていると前方不注意となり事故の原因になります。●車以外に
使わないでください。火災・感電の原因になります。●夜間や悪天候時にご使用になるときは映像が見えにくくなるときがあります。必ず目視にて車両周辺状況をご確認ください。●カメラ製品はドライバーの後方視界を補助するためのもので、全ての危
険および障害物をカメラで映し出せるものではありません。●カメラ製品は広角レンズを使用しておりますので、近いところは広く、遠いところは狭く映り、実際の距離感とは異なる場合があります。●ねじのゆるみや、ブラケットがはがれていないこ
と、コードを車内へ引き込んでいる箇所の防水ゴムがゴムパッキンに平行にあたっていることなど、安全にご使用いただくために、定期的にカメラ取付け状態を点検してください。

― お客様のカーライフを幸せにするお手伝いは、当店におまかせください―

車載カメラシステムカタログ

美しい取付けを、より簡単に。
車種専用パーフェクトフィット＆ダイレクト接続ケーブル

パーフェクトフィット（ブラック）

パーフェクトフィット（ホワイト）
ダイレクト接続ケーブル（車種専用配線キット）アルファード取付けイメージ

    「車種専用パーフェクトフィット」と「車種専用ダイレクト接続ケーブル」の
     対応車種はアルパインホームページでもご確認いただけます。

取付けの際には、おクルマにあった車種専用製品をご利用ください。

▶▶▶

2015年 Vol.1

〒145-0067東京都大田区雪谷大塚町1-７

製品に関するお問い合わせはアルパインインフォメーションセンターへ

ホームページのお問い合わせフォームより
受け付けています。

電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ

▼

電話受付時間（日、祝日、弊社休業日を除く）
【月〜金】9：30〜17：30 【土】9：30〜12：00, 13：00〜17：00

0570-006636携帯/PHS/一般電話から

FAXから

全国どこからでも市内通話料金でお問い合わせ頂けます。（携帯電話/PHS：20秒10円）
※一部のIP電話など、接続できない場合は
　次の番号をご利用ください。 TEL：03-6704-4926

※お電話は、プッシュ回線（トーン信号の出る電話）を利用した自動応答システムです。音声ガイダン
スにしたがって、該当する数字を入力してください。※弊社ではお問い合わせ頂いた内容を正しく理
解し、今後の製品開発やサービス向上の参考にする為に、お問い合わせ内容を記録、録音させて頂く
場合がございます。※お問い合わせの際、お客様から収集させて頂いた個人情報は、当社の個人情
報保護方針に従い厳重に管理いたします。

048-662-6676

高感度
カメラシステム



ステアリング連動バックビューカメラ

※改正「道路運送車両保安基準」適合 ホームページ内
製品情報へ

家族のためのクルマは、パーキング時の操作が苦手なママにも
やさしくありたいもの。ステアリング操作に応じて進行方向を
教えてくれるので、安心して駐車できます。

車種専用 バックビューカメラ

※改正「道路運送車両保安基準」適合

見えにくい後方視界も、バックビューカメラで一目瞭然。
荷物を出し入れする機会が多いご家族のため、距離の目安に
加えて車種専用バックドアガイド線も表示します。

ホームページ内
製品情報へ

SIDE VIEW CAMERA

サイドビューカメラ

※1:サイドビューカメラをオプションキーに設定した場合。 ※2:2014年製アルパインカーナビとの接続時。
※改正「道路運送車両保安基準」適合

家族の乗り降りで幅寄せするとき、縦列駐車するときなどは、
オプションキーを押してサイドビュー画面へ※1。さらに別のカメラを
接続している場合は、画面上のボタンで切替えが可能です※2。

使いやすくて、パパもママも安心です。
車種専用のカメラシステム。

車種専用パーフェクトフィットなら、
カメラ本体の装着も美しく。

バックビューカメラ／マルチビューカメラ取付け方法のご案内

ホームページ内
製品情報へ

ホームページ内
製品情報へ

ホームページ内
製品情報へ

MULTI VIEW
REARCAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
REAR CAMERA

マルチビュー・フロントカメラ/マルチビュー・リアカメラ

マルチビュー・フロントカメラ マルチビュー・リアカメラ

市街地の狭い道路や駐車場など、不安の多い見通しの悪い
場所で役立ちます。フロントカメラは3アングルの視点変更、
リアカメラは4アングルの視点変更が可能です。

マルチビュー・フロントカメラ
T字路出口での左右確認や市街地の狭い道路を走るときなど、
3アングルの画像で運転をサポート。ナビ画面からすばやく
カメラ画面へ変更できるカメラ切替えスイッチ対応です。

マルチビュー・リアカメラ
家族の送り迎えのため、狭い道路に面した場所で駐車という
状況でも安心。4つのアングルでしっかり後方確認できます。
車種専用パーフェクトフィットでスマートに装着可能です。

BACK VIEW CAMERA #2

SIDE VIEW CAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
REAR CAMERA

ステアリング連動バックビューカメラ

バックビューカメラ

サイドビューカメラ

マルチビュー・フロントカメラ

マルチビュー・リアカメラ

お出かけ先の不慣れな
駐車場でもラクラク。
ステアリング連動で、
きめ細かくガイドします。

死角になりやすい後方を
しっかり見やすく。
駐車時などのスムーズな
バック操作をサポート。

正確な駐車でご家族の
乗り降りもスムーズに。
助手席側の死角を映像で
把握できます。

T字路の出口などで左右の確認もスムーズ。
前方の視野を3つのアングルで確保。

大切な方を乗せるクルマに、より確かな安心を。
4つのアングルで、車両後方が見渡せます。

BACK VIEW CAMERA #2BACK VIEW CAMERA #1

見えづらい後方などの様子を映像で確認できるドライブセンサー。

さらに車種ごとに一台一台、実車で計測した車種専用カメラガイド線を表示します。

死角になりがちな場所を目視しながら、画面上のガイド線を目安にステアリング操作。

お出かけ先の不慣れな場所などでも、安心して運転できます。

P.03-06

P.07-12

P.13-14

P.15-16

P.15-16

BACK VIEW CAMERA #1

ステアリング連動カメラガイド線

距離目安マーク

バックドアガイド線

車種ごとに実車で計測したデータに基づき、ステアリング
操作に応じた進路を青のガイド線で示します。

車両前方約30cm目安ガイド
車両側方約15cm目安ガイド

約0.5ｍ、約1ｍ、約2ｍの目安を赤・黄・緑で示します。

バックドア開閉時に配慮したガイド線です。
距離目安マーク

バックドアガイド線

約0.5ｍ、約1ｍ、約2ｍの目安を赤・黄・緑で示します。

バックドア開閉時のスペースに配慮したガイド線。
バックドアを開くことのできる距離を示します。

死角になりやすい後方視界を確保。
死角になりやすいミニ
バンなどの車両後方を、
高画質・広視野角の映
像でフォローします。

縁石や障害物もしっかり見える。車種専用サイドカメラガイド線で安心操作。
目の届かない助手席の下の方まで見えるから安心。

●後方死角をより詳細に確認
●4アングルの視点変更可能
●パーフェクトフィット対応

●T字路出口での前方確認に
●3アングルの視点変更可能
●カメラ切替えスイッチ対応

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

トップビュー

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

パノラマビュー
コーナービューコーナービュー

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

トップビュー

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

DRIVE SENSOR  01  02



ステアリング連動バックビューカメラ

※改正「道路運送車両保安基準」適合 ホームページ内
製品情報へ

家族のためのクルマは、パーキング時の操作が苦手なママにも
やさしくありたいもの。ステアリング操作に応じて進行方向を
教えてくれるので、安心して駐車できます。

車種専用 バックビューカメラ

※改正「道路運送車両保安基準」適合

見えにくい後方視界も、バックビューカメラで一目瞭然。
荷物を出し入れする機会が多いご家族のため、距離の目安に
加えて車種専用バックドアガイド線も表示します。

ホームページ内
製品情報へ

SIDE VIEW CAMERA

サイドビューカメラ

※1:サイドビューカメラをオプションキーに設定した場合。 ※2:2014年製アルパインカーナビとの接続時。
※改正「道路運送車両保安基準」適合

家族の乗り降りで幅寄せするとき、縦列駐車するときなどは、
オプションキーを押してサイドビュー画面へ※1。さらに別のカメラを
接続している場合は、画面上のボタンで切替えが可能です※2。

使いやすくて、パパもママも安心です。
車種専用のカメラシステム。

車種専用パーフェクトフィットなら、
カメラ本体の装着も美しく。

バックビューカメラ／マルチビューカメラ取付け方法のご案内

ホームページ内
製品情報へ

ホームページ内
製品情報へ

ホームページ内
製品情報へ

MULTI VIEW
REARCAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
REAR CAMERA

マルチビュー・フロントカメラ/マルチビュー・リアカメラ

マルチビュー・フロントカメラ マルチビュー・リアカメラ

市街地の狭い道路や駐車場など、不安の多い見通しの悪い
場所で役立ちます。フロントカメラは3アングルの視点変更、
リアカメラは4アングルの視点変更が可能です。

マルチビュー・フロントカメラ
T字路出口での左右確認や市街地の狭い道路を走るときなど、
3アングルの画像で運転をサポート。ナビ画面からすばやく
カメラ画面へ変更できるカメラ切替えスイッチ対応です。

マルチビュー・リアカメラ
家族の送り迎えのため、狭い道路に面した場所で駐車という
状況でも安心。4つのアングルでしっかり後方確認できます。
車種専用パーフェクトフィットでスマートに装着可能です。

BACK VIEW CAMERA #2

SIDE VIEW CAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
REAR CAMERA

ステアリング連動バックビューカメラ

バックビューカメラ

サイドビューカメラ

マルチビュー・フロントカメラ

マルチビュー・リアカメラ

お出かけ先の不慣れな
駐車場でもラクラク。
ステアリング連動で、
きめ細かくガイドします。

死角になりやすい後方を
しっかり見やすく。
駐車時などのスムーズな
バック操作をサポート。

正確な駐車でご家族の
乗り降りもスムーズに。
助手席側の死角を映像で
把握できます。

T字路の出口などで左右の確認もスムーズ。
前方の視野を3つのアングルで確保。

大切な方を乗せるクルマに、より確かな安心を。
4つのアングルで、車両後方が見渡せます。

BACK VIEW CAMERA #2BACK VIEW CAMERA #1

見えづらい後方などの様子を映像で確認できるドライブセンサー。

さらに車種ごとに一台一台、実車で計測した車種専用カメラガイド線を表示します。

死角になりがちな場所を目視しながら、画面上のガイド線を目安にステアリング操作。

お出かけ先の不慣れな場所などでも、安心して運転できます。

P.03-06

P.07-12

P.13-14

P.15-16

P.15-16

BACK VIEW CAMERA #1

ステアリング連動カメラガイド線

距離目安マーク

バックドアガイド線

車種ごとに実車で計測したデータに基づき、ステアリング
操作に応じた進路を青のガイド線で示します。

※ステアリング連動バックビューカメラ：SGS-C920Dシリーズのカメラガイド線（バックドア
ガイド線含む）は、RCA接続（映像入力/黄色）対応のカーナビ/モニターであれば表示が出来ます。

車両前方約30cm目安ガイド
車両側方約15cm目安ガイド

約0.5ｍ、約1ｍ、約2ｍの目安を赤・黄・緑で示します。

バックドア開閉時に配慮したガイド線です。
距離目安マーク

バックドアガイド線※
約0.5ｍ、約1ｍ、約2ｍの目安を赤・黄・緑で示します。

バックドア開閉時のスペースに配慮したガイド線。
バックドアを開くことのできる距離を示します。

死角になりやすい後方視界を確保。
死角になりやすいミニ
バンなどの車両後方を、
高画質・広視野角の映
像でフォローします。

縁石や障害物もしっかり見える。車種専用サイドカメラガイド線で安心操作。
目の届かない助手席の下の方まで見えるから安心。

●後方死角をより詳細に確認
●4アングルの視点変更可能
●パーフェクトフィット対応

●T字路出口での前方確認に
●3アングルの視点変更可能
●カメラ切替えスイッチ対応

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

トップビュー

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

パノラマビュー
コーナービューコーナービュー

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

トップビュー

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

※バックドアガイド線表示は、
2014年製アルパインカーナビとの接続時のみとなります。

＊対応年式はすべてH27/2現在　＊画面はイメージです。　＊ナビ本体は別売りとなります。　＊各画面パターンはカメラ有効範囲の一部を表示しています。車両状態により、見え方が異なる場合がございます。

※純正バックカメラ未装着車に限ります。

【ヴェルファイア/アルファード（20系:H20/5〜H27/1）・ヴェルファイア
ハイブリッド/アルファード ハイブリッド（20系:H23/11〜H27/1）/
ヴェルファイア特別仕様車”GOLDEN EYESII“（H25/10〜H27/1）/
”Golden Eyes“（H24/9〜H25/10）/アルファード特別仕様車”TYPE
GOLD II“（H25/10〜H27/1）/”type GOLD“（H24/9〜H25/10）専用】

SGS-C920D-AV
SGS-C920D-AV-Wパールホワイト

ブラック

標準小売価格￥28,500（税別）

SGS-C920D-AV SGS-C920D-AV-W

■ヴェルファイア/アルファード専用ステアリング連動バックビューカメラ

車種専用パッケージに、リアナンバープレート部分を照らす
LEDランプを付属しました。車検対応の6500K超白光の
LEDで、リアビューを洗練されたイメージにコーディネート。
手軽にドレスアップを楽しむことができます。

LEDライティング付属

ヴェルファイア/アルファード専用 
ステアリング連動バックビューカメラ

※純正バックカメラ未装着車に限ります。

【ヴェルファイア/アルファード（20系:H20/5〜H27/1）・ヴェルファイア ハイブリッド/アルファード ハイブリッド
（20系:H23/11〜H27/1）/ヴェルファイア特別仕様車”GOLDEN EYESII“（H25/10〜H27/1）/”Golden Eyes“
（H24/9〜H25/10）/アルファード特別仕様車”TYPE GOLD II“（H25/10〜H27/1）/”type GOLD“（H24/9〜H25/10）専用】

SGS-C920D-AV-LED
SGS-C920D-AV-W-LED

ブラック 標準小売価格￥30,700（税別）

■プリウスα専用/プリウス専用ステアリング連動バックビューカメラ

ノーマルノーマル LEDライティングLEDライティング

プリウスα専用/プリウス専用 ステアリング連動バックビューカメラ

SGS-C920D-PRSGS-C920D-PRA2

SGS-C920D-PR-WSGS-C920D-PRA2-W

SGS-C920D-PR-W 装着イメージSGS-C920D-PRA2-W 装着イメージ

※純正バックカメラ未装着車に限ります。

【プリウスα（H26/11〜現在 マイナーチェンジ後）専用】

SGS-C920D-PRA2
SGS-C920D-PRA2-W

ブラック

※純正バックカメラ未装着車で、
H22/1以降の純正カメラプリワイヤー付車に限ります。

【プリウス（H22/1〜現在）/プリウス G’s（H23/12〜現在）/プリウス 
マイコーデ （H24/10〜現在）/プリウス PHV（H24/1〜現在）専用】

SGS-C920D-PR
SGS-C920D-PR-Wパールホワイトパールホワイト

パールホワイト パールホワイト

ブラック

標準小売価格￥28,500（税別）

※純正バックカメラ未装着車で、
H22/1以降の純正カメラプリワイヤー付車に限ります。※純正バックカメラ未装着車に限ります。

【プリウス（H22/1〜現在）/プリウス G’s（H23/12〜現在）/プリウス マイコーデ （H24/10〜現在）/
プリウス PHV（H24/1〜現在）専用】【プリウスα（H26/11〜現在 マイナーチェンジ後）専用】

SGS-C920D-PR-LEDSGS-C920D-PRA2-LED
SGS-C920D-PR-W-LEDSGS-C920D-PRA2-W-LED

ブラックブラック

標準小売価格￥30,700（税別）標準小売価格￥30,700（税別）

標準小売価格￥28,500（税別）

パールホワイト

ステアリング連動バックビューカメラの適合車種情報は、17-18Pをご覧ください。
製品の詳細・最新の適合車種情報は、アルパインホームページでもお確かめください。各製品の  QR より製品情報ページをご覧いただけます。

LEDライティング付属

SGS-C920D-AV-W 装着イメージ

ノーマル LEDライティング

DRIVE SENSOR  03  04

※アルパインカーナビとのダイレクト接続に対応 ※アルパインカーナビとのダイレクト接続に対応

ステアリング連動バックビューカメラ 商品内容 LEDライティング付属ステアリング連動
バックビューカメラ 商品内容

RCA入力（映像用/黄色）がある
カーナビへも接続可能！

SGS-C920Dシリーズは、車種専用に取付けができる安心のオールインワン・パッケージです。

+ + ++ +
ダイレクト

接続
ケーブル

ダイレクト
接続

ケーブル

LED
ライセンス

ランプ

車種専用
パーフェクト

フィット

車種専用
パーフェクト

フィット
ステアリング連動バックビューカメラ

（車種専用カメラガイド線データ格納）
ステアリング連動バックビューカメラ

（車種専用カメラガイド線データ格納）

RCA接続対応のカーナビ、
モニター等に幅広く
取付け可能です。

（別売りのRCAケーブルが必要になります）

NEW

NEW

NEW

NEW



パールホワイト

パールホワイト

パールホワイト

※純正バックカメラ未装着車に限ります。

※純正バックカメラ未装着車に限ります。

※純正バックカメラ未装着車に限ります。

※純正バックカメラ未装着車に限ります。

※純正バックカメラ未装着車に限ります。

※純正バックカメラ未装着車に限ります。

※純正バックカメラ未装着車に限ります。

【ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ（H24/4〜現在）専用】

【オデッセイ/オデッセイ アブソルート（H25/11〜現在）専用】

【N-BOX（H23/12〜現在）/N-BOX+（H24/7〜現在）専用】

【N-BOXカスタム（H23/12〜現在）/ N-BOX＋カスタム（H24/7〜現在）/
N-BOX Modulo X（H25/1〜現在）専用】

【フリード（H23/10〜現在 マイナーチェンジ後）/
フリード ハイブリッド（H23/10〜現在）専用】

【フリードスパイク（H23/10〜現在 マイナーチェンジ後）/
フリードスパイク ハイブリッド（H23/10〜現在）専用】

【フィット/フィット ハイブリッド/フィットRS（H25/9〜現在）専用】

SGS-C920D-ST

SGS-C920D-OD

SGS-C920D-NB

SGS-C920D-NBC

SGS-C920D-FR

SGS-C920D-FRS

SGS-C920D-FI

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

標準小売価格￥28,500（税別）

標準小売価格￥28,500（税別）

標準小売価格￥28,500（税別）

標準小売価格￥28,500（税別）

標準小売価格￥28,500（税別）

標準小売価格￥28,500（税別）

標準小売価格￥28,500（税別）

※純正バックカメラ未装着車に限ります。
※グレード20Sを除きます。
※H24/8〜H25/12：マイナーチェンジ前は、製品付属のニッサン用カメラ変換ケーブルは
使用しません。別売りのダイレクト接続ケーブル KWX-G001を使用してください。

【セレナ/セレナ ハイウェイスター（H25/12〜現在）専用】

SGS-C920D-SEブラック

標準小売価格￥28,500（税別）

※純正バックカメラ未装着車に限ります。
※S-VSC 装着車に限ります（3.5L車に標準装備、2.4L車メーカーオプション）/
ハイブリッド車に取付け可能です。

【エスティマ/エスティマ ハイブリッド（H24/5〜現在）専用】

SGS-C920D-ES
SGS-C920D-ES-W

ブラック

標準小売価格￥28,500（税別）

■アクア専用ステアリング連動バックビューカメラ

■N-BOX/N-BOX+専用ステアリング連動バックビューカメラ

■エスティマ専用ステアリング連動バックビューカメラ

■N-BOXカスタム/N-BOX+カスタム専用ステアリング連動バックビューカメラ

■ハリアー専用ステアリング連動バックビューカメラ

■フリードスパイク/フリードスパイク ハイブリッド専用ステアリング連動バックビューカメラ
■エスクァイア/ヴォクシー/ノア専用ステアリング連動バックビューカメラ

■フリード/フリード ハイブリッド専用ステアリング連動バックビューカメラ

■オデッセイ専用ステアリング連動バックビューカメラ

■フィット/フィット ハイブリッド/フィットRS専用ステアリング連動バックビューカメラ

■ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ専用ステアリング連動バックビューカメラ

■セレナ/セレナ ハイウェイスター専用ステアリング連動バックビューカメラ

※純正バックカメラ未装着車に限ります。

※純正バックカメラ未装着車に限ります。

SGS-C920D-AQ-W 装着イメージ

SGS-C920D-NB 装着イメージ

SGS-C920D-ES-W 装着イメージ

SGS-C920D-NBC 装着イメージ

SGS-C920D-HA 装着イメージ

SGS-C920D-FRS 装着イメージ

SGS-C920D-NV 装着イメージ

SGS-C920D-FR 装着イメージ

SGS-C920D-OD 装着イメージ

SGS-C920D-FI 装着イメージ

SGS-C920D-SE 装着イメージ

SGS-C920D-ST 装着イメージ

【アクア（H23/12〜現在）/アクアG’s（H25/12〜現在）専用】

【ハリアー（H25/12〜現在）/ハリアー ハイブリッド（H26/1〜現在）専用】

SGS-C920D-AQ

SGS-C920D-HA

SGS-C920D-AQ

SGS-C920D-NB

SGS-C920D-ES

SGS-C920D-NBC

SGS-C920D-HA

SGS-C920D-FRS

SGS-C920D-FR

SGS-C920D-FI

SGS-C920D-SE

SGS-C920D-ST

SGS-C920D-OD

SGS-C920D-AQ-W

SGS-C920D-ES-W

SGS-C920D-HA-W

SGS-C920D-AQ-W

SGS-C920D-HA-W

ブラック

ブラック

標準小売価格￥28,500（税別）

標準小売価格￥28,500（税別）

カメラ本体と、取付けに必要な製品のオールインワン・パッケージです。

＊対応年式はすべてH27/2現在　＊画面はイメージです。　＊ナビ本体は別売りとなります。　＊各画面パターンはカメラ有効範囲の一部を表示しています。車両状態により、見え方が異なる場合がございます。

ステアリング連動バックビューカメラの適合車種情報は、17-18Pをご覧ください。
製品の詳細・最新の適合車種情報は、アルパインホームページでもお確かめください。各製品の  QR より製品情報ページをご覧いただけます。

DRIVE SENSOR  05  06

※アルパインカーナビとのダイレクト接続に対応 ※アルパインカーナビとのダイレクト接続に対応

ステアリング連動バックビューカメラ 商品内容 LEDライティング付属ステアリング連動
バックビューカメラ 商品内容

RCA入力（映像用/黄色）がある
カーナビへも接続可能！

SGS-C920Dシリーズは、車種専用に取付けができる安心のオールインワン・パッケージです。

+ + ++ +
ダイレクト

接続
ケーブル

ダイレクト
接続

ケーブル

LED
ライセンス

ランプ

車種専用
パーフェクト

フィット

車種専用
パーフェクト

フィット
ステアリング連動バックビューカメラ

（車種専用カメラガイド線データ格納）
ステアリング連動バックビューカメラ

（車種専用カメラガイド線データ格納）

RCA接続対応のカーナビ、
モニター等に幅広く
取付け可能です。

（別売りのRCAケーブルが必要になります）

アクア・ナビレディパッケージ付車専用ステアリング連動バックガイド線表示ユニット

【アクア・ナビレディパッケージ付車（H23/12〜現在）専用】

SGS-Y200NR-AQ

標準小売価格￥19,000（税別）

トヨタ純正のカメラを
使用して接続します。

パールホワイト

※純正バックカメラ未装着車に限ります。

【エスクァイア/エスクァイア ハイブリッド（H26/10〜現在）・
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）/ヴォクシーZS“煌”（80系）

（H26/11〜現在）専用】

SGS-C920D-NV

SGS-C920D-NV

SGS-C920D-NV-W

SGS-C920D-NV-W
ブラック

標準小売価格￥28,500（税別）



ステアリング連動バックビューカメラ

※改正「道路運送車両保安基準」適合 ホームページ内
製品情報へ

家族のためのクルマは、パーキング時の操作が苦手なママにも
やさしくありたいもの。ステアリング操作に応じて進行方向を
教えてくれるので、安心して駐車できます。

車種専用 バックビューカメラ

※改正「道路運送車両保安基準」適合

見えにくい後方視界も、バックビューカメラで一目瞭然。
荷物を出し入れする機会が多いご家族のため、距離の目安に
加えて車種専用バックドアガイド線も表示します。

ホームページ内
製品情報へ

SIDE VIEW CAMERA

サイドビューカメラ

※1:サイドビューカメラをオプションキーに設定した場合。 ※2:2014年製アルパインカーナビとの接続時。
※改正「道路運送車両保安基準」適合

家族の乗り降りで幅寄せするとき、縦列駐車するときなどは、
オプションキーを押してサイドビュー画面へ※1。さらに別のカメラを
接続している場合は、画面上のボタンで切替えが可能です※2。

使いやすくて、パパもママも安心です。
車種専用のカメラシステム。

車種専用パーフェクトフィットなら、
カメラ本体の装着も美しく。

バックビューカメラ／マルチビューカメラ取付け方法のご案内

ホームページ内
製品情報へ

ホームページ内
製品情報へ

ホームページ内
製品情報へ

MULTI VIEW
REARCAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
REAR CAMERA

マルチビュー・フロントカメラ/マルチビュー・リアカメラ

マルチビュー・フロントカメラ マルチビュー・リアカメラ

市街地の狭い道路や駐車場など、不安の多い見通しの悪い
場所で役立ちます。フロントカメラは3アングルの視点変更、
リアカメラは4アングルの視点変更が可能です。

マルチビュー・フロントカメラ
T字路出口での左右確認や市街地の狭い道路を走るときなど、
3アングルの画像で運転をサポート。ナビ画面からすばやく
カメラ画面へ変更できるカメラ切替えスイッチ対応です。

マルチビュー・リアカメラ
家族の送り迎えのため、狭い道路に面した場所で駐車という
状況でも安心。4つのアングルでしっかり後方確認できます。
車種専用パーフェクトフィットでスマートに装着可能です。

BACK VIEW CAMERA #2

SIDE VIEW CAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
REAR CAMERA

ステアリング連動バックビューカメラ

バックビューカメラ

サイドビューカメラ

マルチビュー・フロントカメラ

マルチビュー・リアカメラ

お出かけ先の不慣れな
駐車場でもラクラク。
ステアリング連動で、
きめ細かくガイドします。

死角になりやすい後方を
しっかり見やすく。
駐車時などのスムーズな
バック操作をサポート。

正確な駐車でご家族の
乗り降りもスムーズに。
助手席側の死角を映像で
把握できます。

T字路の出口などで左右の確認もスムーズ。
前方の視野を3つのアングルで確保。

大切な方を乗せるクルマに、より確かな安心を。
4つのアングルで、車両後方が見渡せます。

BACK VIEW CAMERA #2BACK VIEW CAMERA #1

見えづらい後方などの様子を映像で確認できるドライブセンサー。

さらに車種ごとに一台一台、実車で計測した車種専用カメラガイド線を表示します。

死角になりがちな場所を目視しながら、画面上のガイド線を目安にステアリング操作。

お出かけ先の不慣れな場所などでも、安心して運転できます。

P.03-06

P.07-12

P.13-14

P.15-16

P.15-16

BACK VIEW CAMERA #1

ステアリング連動カメラガイド線

距離目安マーク

バックドアガイド線

車種ごとに実車で計測したデータに基づき、ステアリング
操作に応じた進路を青のガイド線で示します。

※ステアリング連動バックビューカメラ：SGS-C920Dシリーズのカメラガイド線（バックドア
ガイド線含む）は、RCA接続（映像入力/黄色）対応のカーナビ/モニターであれば表示が出来ます。

車両前方約30cm目安ガイド
車両側方約15cm目安ガイド

約0.5ｍ、約1ｍ、約2ｍの目安を赤・黄・緑で示します。

バックドア開閉時に配慮したガイド線です。
距離目安マーク

バックドアガイド線※
約0.5ｍ、約1ｍ、約2ｍの目安を赤・黄・緑で示します。

バックドア開閉時のスペースに配慮したガイド線。
バックドアを開くことのできる距離を示します。

死角になりやすい後方視界を確保。
死角になりやすいミニ
バンなどの車両後方を、
高画質・広視野角の映
像でフォローします。

縁石や障害物もしっかり見える。車種専用サイドカメラガイド線で安心操作。
目の届かない助手席の下の方まで見えるから安心。

●後方死角をより詳細に確認
●4アングルの視点変更可能
●パーフェクトフィット対応

●T字路出口での前方確認に
●3アングルの視点変更可能
●カメラ切替えスイッチ対応

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

トップビュー

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

パノラマビュー
コーナービューコーナービュー

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

トップビュー

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

※バックドアガイド線表示は、
2014年製アルパインカーナビとの接続時のみとなります。
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※本製品は接続ケーブル（KWX-G001、
または車種専用ダイレクト接続ケーブル）が別売りとなります。

●カメラ製品名の末尾にある「D」は、アルパインカーナビ
との「ダイレクト接続タイプ」を表します。

※本製品は接続ケーブル（KWX-G001、または車種専用ダイレクト接続ケーブル）が別売りとなります。

■LEDランプ対応適合車種
・ヴェルファイア/アルファード（20系:H20/5〜H27/1） ・エスティマ（H20/12〜現在） ・ヴォクシー/ノア
（H19/6〜現在） ・プリウス（H22/1〜現在） ・プリウスα（H23/5〜現在） ・エルグランド（H22/8〜現在）

※カメラガイド線表示はアルパインカーナビとの接続時
のみ、バックドアガイド線表示は2014年製アルパイン
カーナビとの接続時のみとなります。

高感度ではっきり安心。

さらにリアもドレスアップ。

バックビューカメラ ＜取付けに必要な製品については10ページをご覧ください＞

＜取付けに必要な製品については10ページをご覧ください＞LEDライティング付属バックビューカメラ

※ビッグXプレミアム/ビッグX/700W/700Dの
各シリーズとのダイレクト接続に対応。

※ビッグXプレミアム/ビッグX/700W/700Dの各シリーズとのダイレクト接続に対応。

●取付け簡単な「車種専用ダイレクト接続ケーブル」もございます。詳しくは10ページをご覧ください。

HCE-C920Dシリーズ/LED-C920Dシリーズ用ダイレクト接続ケーブル

HCE-C920D

HCE-C920D-W

HCE-C920D

KWX-G001

LED-C920D

HCE-C920D-W

LED-C920D-W

ブラック

ブラック

標準小売価格￥11,800（税別）

標準小売価格￥1,000（税別）

標準小売価格￥14,000（税別）

さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応。

RCA入力
カーナビ対応 バックビューカメラ

HCE-C920

HCE-C920-W

HCE-C920
HCE-C920-W

ブラック

標準小売価格￥12,800（税別）

あなたのクルマ専用に取付けができる！
車種専用パーフェクトフィットの適合車種は
17-18P、ホームページでもご確認いただけます。

パールホワイト

パールホワイト

パールホワイト

アルパイン
カーナビ専用

ダイレクト
接続ケーブル

アルパイン
カーナビ専用

LEDライティング

RCA入力（映像用/黄色）

があれば接続可能！
RCA接続対応のカーナビ・モニター
等に幅広く取付け可能です。

（RCAケーブル：HCE-C920シリーズ付属）

＊対応年式はすべてH27/2現在　＊画面はイメージです。　＊ナビ本体は別売りとなります。　＊各画面パターンはカメラ有効範囲の一部を表示しています。車両状態により、見え方が異なる場合がございます。

※製品を美しく装着できるパーフェクトフィットがおすすめです。詳しくは17-18Pをご覧ください。
製品の詳細・最新の適合車種情報は、アルパインホームページでもお確かめください。各製品の  QR より製品情報ページをご覧いただけます。

2014年製アルパインカーナビとの接続用です。
2013年製以前のアルパインカーナビとの接続には
KWX-Y200NR ￥2,800（税別）が対応します。 ※ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限ります。

■対応車種
アクア（H23/12〜現在）/アクア G's（H25/12〜現在）/ 
スペイド（H24/7〜現在）/ポルテ（H24/7〜現在）に対応 ■対応車種

オデッセイ（H25/11〜現在）/N-BOX（H23/12〜現在）/N-BOX+（H24/7
〜現在）/N-BOXカスタム（H23/12〜現在）/N-BOX+カスタム（H24/7
〜現在）/フィット/フィットRS/フィットハイブリッド（H25/9〜現在）に対応

■対応車種
フリード（H25/11〜現在）/フリード ハイブリット（H25/11〜現在）/フリード スパイク

（H25/11〜現在）/フリード スパイク ハイブリット（H25/11〜現在）/ステップワゴン
（H24/11〜現在）/ステップワゴン スパーダ（H24/11〜現在）に対応

■トヨタ ナビレディパッケージ付車用
純正バックカメラ接続ケーブル

■ホンダ ナビ装着用
スペシャルパッケージ付車用
リアワイドカメラ変換ユニット

■ホンダ ナビ装着用
スペシャルパッケージ（リアカメラ）付車用
リアカメラ接続ケーブル

【トヨタ・ナビレディパッケージ付車用】

【ホンダ・ナビ装着用スペシャルパッケージ付車用】

【ホンダ・ナビ装着用スペシャルパッケージ（リアカメラ）付車用】KWX-Y300NR

HCE-C03VC

KWX-H001ST標準小売価格￥1,500（税別）

標準小売価格￥6,000（税別）

標準小売価格￥3,000（税別）

アルパインカーナビと、メーカー純正カメラを接続する。

アルパインカーナビと、ドライブセンサーを接続する。

アルパイン以外のカーナビと、ドライブセンサーを接続する（RCA接続）。

＊アルパインカーナビのタッチ操作で
パノラマ/トップ/バックのビュー切替えができます。

NEW

在庫僅少

在庫僅少

メーカー純正
カメラ対応 メーカー純正カメラとの接続用ケーブル/変換ユニット



ステアリング連動バックビューカメラ

※改正「道路運送車両保安基準」適合 ホームページ内
製品情報へ

家族のためのクルマは、パーキング時の操作が苦手なママにも
やさしくありたいもの。ステアリング操作に応じて進行方向を
教えてくれるので、安心して駐車できます。

車種専用 バックビューカメラ

※改正「道路運送車両保安基準」適合

見えにくい後方視界も、バックビューカメラで一目瞭然。
荷物を出し入れする機会が多いご家族のため、距離の目安に
加えて車種専用バックドアガイド線も表示します。

ホームページ内
製品情報へ

SIDE VIEW CAMERA

サイドビューカメラ

※1:サイドビューカメラをオプションキーに設定した場合。 ※2:2014年製アルパインカーナビとの接続時。
※改正「道路運送車両保安基準」適合

家族の乗り降りで幅寄せするとき、縦列駐車するときなどは、
オプションキーを押してサイドビュー画面へ※1。さらに別のカメラを
接続している場合は、画面上のボタンで切替えが可能です※2。

使いやすくて、パパもママも安心です。
車種専用のカメラシステム。

車種専用パーフェクトフィットなら、
カメラ本体の装着も美しく。

バックビューカメラ／マルチビューカメラ取付け方法のご案内

ホームページ内
製品情報へ

ホームページ内
製品情報へ

ホームページ内
製品情報へ

MULTI VIEW
REARCAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
REAR CAMERA

マルチビュー・フロントカメラ/マルチビュー・リアカメラ

マルチビュー・フロントカメラ マルチビュー・リアカメラ

市街地の狭い道路や駐車場など、不安の多い見通しの悪い
場所で役立ちます。フロントカメラは3アングルの視点変更、
リアカメラは4アングルの視点変更が可能です。

マルチビュー・フロントカメラ
T字路出口での左右確認や市街地の狭い道路を走るときなど、
3アングルの画像で運転をサポート。ナビ画面からすばやく
カメラ画面へ変更できるカメラ切替えスイッチ対応です。

マルチビュー・リアカメラ
家族の送り迎えのため、狭い道路に面した場所で駐車という
状況でも安心。4つのアングルでしっかり後方確認できます。
車種専用パーフェクトフィットでスマートに装着可能です。

BACK VIEW CAMERA #2

SIDE VIEW CAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
REAR CAMERA

ステアリング連動バックビューカメラ

バックビューカメラ

サイドビューカメラ

マルチビュー・フロントカメラ

マルチビュー・リアカメラ

お出かけ先の不慣れな
駐車場でもラクラク。
ステアリング連動で、
きめ細かくガイドします。

死角になりやすい後方を
しっかり見やすく。
駐車時などのスムーズな
バック操作をサポート。

正確な駐車でご家族の
乗り降りもスムーズに。
助手席側の死角を映像で
把握できます。

T字路の出口などで左右の確認もスムーズ。
前方の視野を3つのアングルで確保。

大切な方を乗せるクルマに、より確かな安心を。
4つのアングルで、車両後方が見渡せます。

BACK VIEW CAMERA #2BACK VIEW CAMERA #1

見えづらい後方などの様子を映像で確認できるドライブセンサー。

さらに車種ごとに一台一台、実車で計測した車種専用カメラガイド線を表示します。

死角になりがちな場所を目視しながら、画面上のガイド線を目安にステアリング操作。

お出かけ先の不慣れな場所などでも、安心して運転できます。

P.03-06

P.07-12

P.13-14

P.15-16

P.15-16

BACK VIEW CAMERA #1

ステアリング連動カメラガイド線

距離目安マーク

バックドアガイド線

車種ごとに実車で計測したデータに基づき、ステアリング
操作に応じた進路を青のガイド線で示します。

※ステアリング連動バックビューカメラ：SGS-C920Dシリーズのカメラガイド線（バックドア
ガイド線含む）は、RCA接続（映像入力/黄色）対応のカーナビ/モニターであれば表示が出来ます。

車両前方約30cm目安ガイド
車両側方約15cm目安ガイド

約0.5ｍ、約1ｍ、約2ｍの目安を赤・黄・緑で示します。

バックドア開閉時に配慮したガイド線です。
距離目安マーク

バックドアガイド線※
約0.5ｍ、約1ｍ、約2ｍの目安を赤・黄・緑で示します。

バックドア開閉時のスペースに配慮したガイド線。
バックドアを開くことのできる距離を示します。

死角になりやすい後方視界を確保。
死角になりやすいミニ
バンなどの車両後方を、
高画質・広視野角の映
像でフォローします。

縁石や障害物もしっかり見える。車種専用サイドカメラガイド線で安心操作。
目の届かない助手席の下の方まで見えるから安心。

●後方死角をより詳細に確認
●4アングルの視点変更可能
●パーフェクトフィット対応

●T字路出口での前方確認に
●3アングルの視点変更可能
●カメラ切替えスイッチ対応

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

トップビュー

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

パノラマビュー
コーナービューコーナービュー

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

トップビュー

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

※バックドアガイド線表示は、
2014年製アルパインカーナビとの接続時のみとなります。

※車種専用パーフェクトフィット（取付けキット）で、美しく
装着できます。適合車種はアルパインホームページをお
確かめください。

※車種専用パーフェクトフィット（取付けキット）で、美しく
装着できます。適合車種はアルパインホームページをお
確かめください。

※車種専用パーフェクトフィット（取付けキット）で、美しく
装着できます。適合車種はアルパインホームページをお
確かめください。

※リアナンバープレート部分をドレスアップ
するLEDランプが付属しています。

※ダイレクト接続の際には別売りのKWX-G001
または車種専用ダイレクト接続ケーブルが必要と
なります。

※ダイレクト接続の際には別売りのKWX-G001
または車種専用ダイレクト接続ケーブルが必要と
なります。

■車種専用ダイレクト接続ケーブル（配線キット）■車種専用パーフェクトフィット（取付けキット）

※適応車両は、純正バックカメラ未装着車、純正ナ
ビゲーションシステム未装着車に限ります。

HCE-C920Dシリーズ/LED-C920Dシ
リーズ/HCE-C920を接続する際に、車
両側のオプションコネクターを使用して配
線するための専用配線キットです。パーフェクトフィット（ブラック）

パーフェクトフィット（ブラック）

パーフェクトフィット（ブラック）

パーフェクトフィット（ブラック）

パーフェクトフィット（ホワイト）

パーフェクトフィット（ホワイト）

パーフェクトフィット（ホワイト）

パーフェクトフィット（ホワイト）

車種専用ダイレクト接続ケーブルを使えば車両パーツの取り外しが
必要最低限で行えるため、作業時間も短縮。スピーディーな取付け
が可能です。

バックビューカメラ本体の色にマッチさせた、2色のパーフェクトフィットをご
用意。それぞれ同色のパーツを使うことで、美しく装着できます。

美しい取付けを、より簡単に。
車種専用パーフェクトフィット＆ダイレクト接続ケーブル

お客様のニーズに応じて、豊富なラインアップをご用意しています。

1.『アルパインカーナビに、バックビューカメラを〔車種専用〕で取付けたい』

3.『RCA入力を備えたカーナビやモニターに、バックビューカメラを〔車種専用〕で取付けたい』

2.『アルパインカーナビに、バックビューカメラを〔車種専用〕でおしゃれに取付けたい』

++

+

+

++

+

車両側コネクター

車種専用ダイレクト接続ケーブル

バックビューカメラ（C920シリーズ）のコード

車両側コネクター

HCE-C920D/HCE-C920D-W

LED-C920D/LED-C920D-W
（LEDライティング付属モデル）

HCE-C920/HCE-C920-W
（RCA入力カーナビ対応）

ダイレクト
接続ケーブル

ダイレクト
接続ケーブル

RCAケーブル
（HCE-C920シリーズ付属）

LEDライティング

パーフェクトフィットおよび
ダイレクト接続ケーブルの
製品情報は17-18P、
ホームページでも
ご確認いただけます。

DRIVE SENSOR  09  10

●カメラ製品名の末尾にある「D」は、アルパインカーナビとの「ダイレクト接続タイプ」を表します。



ホワイトとブラックから選べるカメラ本体と
パーフェクトフィット（別売り）で、スマートに装着。

アルファード（20系:H20/5〜H27/1）
＜HCE-C920D-W/C920-W＞＋パーフェクトフィット（KTX-C12AV）

ヴェルファイア（20系:H20/5〜H27/1）
＜HCE-C920D/C920＞＋パーフェクトフィット（KTX-C12AV）

プリウス（H21/5〜現在）
＜HCE-C920D-W/C920-W＞＋パーフェクトフィット（KTX-C30PR-W）

プリウスα（H26/11〜現在 マイナーチェンジ後）
＜HCE-C920D/C920＞＋パーフェクトフィット（KTX-C40PRA2）

アクア（H23/12〜現在）
＜HCE-C920D-W/C920-W＞＋パーフェクトフィット（KTX-C10AQ-W）

エスクァイア（H26/10〜現在）
＜HCE-C920D/C920＞＋パーフェクトフィット（KTX-C80NV）

ステップワゴン（H21/10〜現在）
＜HCE-C920D-W/C920-W＞＋パーフェクトフィット（KTX-C56ST）

ヴォクシー（H26/1〜現在）
＜HCE-C920D/C920＞＋パーフェクトフィット（KTX-C80NV）

※マルチビュー・リアカメラ（HCE-C250RD）にも対応します。

＜HCE-C920D-W/C920-W（カメラ本体カラー：ホワイト）＞＋パーフェクトフィット取付けイメージ ＜HCE-C920D/C920（カメラ本体カラー：ブラック）＞＋パーフェクトフィット取付けイメージ

＊対応年式はすべてH27/2現在　＊本カタログ掲載の各製品と実車のイメージ装着写真はハメコミ合成です。実際の装着とは異なる場合があります。

※パーフェクトフィットについて詳しくは17-18Pをご覧ください。最新の適合車種情報は、アルパインホームページでもお確かめください。

DRIVE SENSOR  11  12

●カメラ製品名の末尾にある「D」は、アルパインカーナビとの「ダイレクト接続タイプ」を表します。



ステアリング連動バックビューカメラ

※改正「道路運送車両保安基準」適合 ホームページ内
製品情報へ

家族のためのクルマは、パーキング時の操作が苦手なママにも
やさしくありたいもの。ステアリング操作に応じて進行方向を
教えてくれるので、安心して駐車できます。

車種専用 バックビューカメラ

※改正「道路運送車両保安基準」適合

見えにくい後方視界も、バックビューカメラで一目瞭然。
荷物を出し入れする機会が多いご家族のため、距離の目安に
加えて車種専用バックドアガイド線も表示します。

ホームページ内
製品情報へ

SIDE VIEW CAMERA

サイドビューカメラ

※1:サイドビューカメラをオプションキーに設定した場合。 ※2:2014年製アルパインカーナビとの接続時。
※改正「道路運送車両保安基準」適合

家族の乗り降りで幅寄せするとき、縦列駐車するときなどは、
オプションキーを押してサイドビュー画面へ※1。さらに別のカメラを
接続している場合は、画面上のボタンで切替えが可能です※2。

使いやすくて、パパもママも安心です。
車種専用のカメラシステム。

車種専用パーフェクトフィットなら、
カメラ本体の装着も美しく。

バックビューカメラ／マルチビューカメラ取付け方法のご案内

ホームページ内
製品情報へ

ホームページ内
製品情報へ

ホームページ内
製品情報へ

MULTI VIEW
REARCAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
REAR CAMERA

マルチビュー・フロントカメラ/マルチビュー・リアカメラ

マルチビュー・フロントカメラ マルチビュー・リアカメラ

市街地の狭い道路や駐車場など、不安の多い見通しの悪い
場所で役立ちます。フロントカメラは3アングルの視点変更、
リアカメラは4アングルの視点変更が可能です。

マルチビュー・フロントカメラ
T字路出口での左右確認や市街地の狭い道路を走るときなど、
3アングルの画像で運転をサポート。ナビ画面からすばやく
カメラ画面へ変更できるカメラ切替えスイッチ対応です。

マルチビュー・リアカメラ
家族の送り迎えのため、狭い道路に面した場所で駐車という
状況でも安心。4つのアングルでしっかり後方確認できます。
車種専用パーフェクトフィットでスマートに装着可能です。

BACK VIEW CAMERA #2

SIDE VIEW CAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
REAR CAMERA

ステアリング連動バックビューカメラ

バックビューカメラ

サイドビューカメラ

マルチビュー・フロントカメラ

マルチビュー・リアカメラ

お出かけ先の不慣れな
駐車場でもラクラク。
ステアリング連動で、
きめ細かくガイドします。

死角になりやすい後方を
しっかり見やすく。
駐車時などのスムーズな
バック操作をサポート。

正確な駐車でご家族の
乗り降りもスムーズに。
助手席側の死角を映像で
把握できます。

T字路の出口などで左右の確認もスムーズ。
前方の視野を3つのアングルで確保。

大切な方を乗せるクルマに、より確かな安心を。
4つのアングルで、車両後方が見渡せます。

BACK VIEW CAMERA #2BACK VIEW CAMERA #1

見えづらい後方などの様子を映像で確認できるドライブセンサー。

さらに車種ごとに一台一台、実車で計測した車種専用カメラガイド線を表示します。

死角になりがちな場所を目視しながら、画面上のガイド線を目安にステアリング操作。

お出かけ先の不慣れな場所などでも、安心して運転できます。

P.03-06

P.07-12

P.13-14

P.15-16

P.15-16

BACK VIEW CAMERA #1

ステアリング連動カメラガイド線

距離目安マーク

バックドアガイド線

車種ごとに実車で計測したデータに基づき、ステアリング
操作に応じた進路を青のガイド線で示します。

車両前方約30cm目安ガイド
車両側方約15cm目安ガイド

約0.5ｍ、約1ｍ、約2ｍの目安を赤・黄・緑で示します。

バックドア開閉時に配慮したガイド線です。
距離目安マーク

バックドアガイド線

約0.5ｍ、約1ｍ、約2ｍの目安を赤・黄・緑で示します。

バックドア開閉時のスペースに配慮したガイド線。
バックドアを開くことのできる距離を示します。

死角になりやすい後方視界を確保。
死角になりやすいミニ
バンなどの車両後方を、
高画質・広視野角の映
像でフォローします。

縁石や障害物もしっかり見える。車種専用サイドカメラガイド線で安心操作。
目の届かない助手席の下の方まで見えるから安心。

●後方死角をより詳細に確認
●4アングルの視点変更可能
●パーフェクトフィット対応

●T字路出口での前方確認に
●3アングルの視点変更可能
●カメラ切替えスイッチ対応

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

トップビュー

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

パノラマビュー
コーナービューコーナービュー

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

トップビュー

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。■グレード・仕様により取付けできない場合があります。■取付け・配線には専門技術と経

験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。■最新情報は、アルパインホームページでご確認いただけます。【適合不可
条件】以下の条件の車両には取付けできません。※1：標準ドアミラー非装着車とドアミラーにオプションパーツが装着されている場合　※2：メーカーオプ
ション、インテリジェントパーキングアシスト装着車　※3：メーカーオプション、ワイドビューフロント＆サイドモニター装着車　※4：ディーラーオプション、サ
イドモニター装着車　※5：フェンダーミラー装着車　※6：ディーラーオプション、メッキドアミラーカバー装着車  ※7：メーカーオプションのアラウンドビュー
モニター装着車　※8：ディーラーオプションのクロームドアミラーカバー装着車　※9：ディーラーオプションのサイドブラインドモニター装着車

※製品を美しく装着できるパーフェクトフィットがおすすめです。詳しくは17-18Pをご覧ください。
製品の詳細・最新の適合車種情報は、アルパインホームページでもお確かめください。各製品の  QR より製品情報ページをご覧いただけます。

DRIVE SENSOR  13  14

（サイドターンランプ付車/無車両対応）

■アルファード（20系:H20/5〜H27/1）/
　アルファード ハイブリッド（20系:H23/11〜H27/1）専用

■ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ専用（H21/10〜現在）

■ヴェルファイア（20系:H20/5〜H27/1）/
　ヴェルファイア ハイブリッド専用（20系:H23/11〜H27/1）

■プリウス（H21/5〜現在）/プリウスPHV（H24/1〜現在）、
　プリウスα（H23/5〜現在）、ウィッシュ（H21/4〜現在）専用

■エスクァイア/エスクァイア ハイブリッド（H26/10〜現在）、
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）/
ヴォクシーZS “煌”（80系）（H26/11〜現在）専用

■エルグランド専用（H22/8〜H26/1）

■セレナ専用（H22/11〜現在）

■エスティマ（H18/1〜現在）/
　エスティマ ハイブリッド（H18/6〜現在）専用■ハイエース/レジアスエース専用（H16/8〜現在）

■ヴォクシー/ノア（70系）（H19/6〜H26/1）、
　ヴァンガード（H19/8〜H25/11）専用

KTX-Y001AL
標準小売価格

［適合不可条件］※1、2、3

KTX-Y002VE
標準小売価格

［適合不可条件］※1、２、3

KTX-H001ST
標準小売価格

標準小売価格

［適合不可条件］※1、7

KTX-N001EL
標準小売価格

［適合不可条件］※1、7、8

KTX-N002SE

標準小売価格

［適合不可条件］※1、7、9

KTX-Y003PRKTX-Y007NVE
標準小売価格

［適合不可条件］※1、2、4［適合不可条件］※1、2

KTX-Y004ES
標準小売価格

［適合不可条件］※1、2、3、4、

KTX-Y005HI
標準小売価格

［適合不可条件］※1、5

KTX-Y006NV
標準小売価格

［適合不可条件］※1、4、6

￥16,800（税別）

￥16,800（税別）

￥16,800（税別）

￥16,800（税別） ￥16,800（税別）

￥16,800（税別）

￥16,800（税別）

￥16,800（税別）

￥16,800（税別）

￥16,800（税別）

■サイドビューカメラ（HCE-C90S）専用パーフェクトフィット（左側サイドミラー部に取付け可能です）

標準小売価格
HCE-C90S

￥12,800（税別）

※RCA入力接続となります。※取付けに際しては、パー
フェクトフィットの利用を推奨します。※2009年1月1日以降

（2009年1月1日以降に製造された乗用車から適用）に新規
（初年度）登録された自動車へ取付ける場合、諸注意があり
ます。詳細はアルパインインフォメーションセンターまたは販
売店でご確認ください。

■サイドビューカメラ

※カメラガイド線表示はアルパインカーナビとの接続時のみ、
画面上の切替えボタンは2014年製アルパインカーナビとの接続時のみとなります。

複数カメラ接続時は、
画面上のボタンをワンタッチで切替え可能！

RCA入力（映像用/黄色）がある  
カーナビへも接続可能！
RCA接続対応のカーナビ、
モニター等に幅広く取付け可能です。

（別売りのRCAケーブルが必要になります）

現在表示中のカメラ

切替え可能なカメラの
ワンタッチボタン
複数のカメラを接続時は、画面上
に切替ボタンが表示されます。

あらかじめ設定した機能をワン
タッチで呼び出すことができます

（サイドビューカメラ以外の機能
も設定可能）。

オプションキー

＊対応年式はすべてH27/2現在　＊画面はイメージです。　＊ナビ本体は別売りとなります。　＊各画面パターンはカメラ有効範囲の一部を表示しています。車両状態により、見え方が異なる場合がございます。

NEW



ステアリング連動バックビューカメラ

※改正「道路運送車両保安基準」適合 ホームページ内
製品情報へ

家族のためのクルマは、パーキング時の操作が苦手なママにも
やさしくありたいもの。ステアリング操作に応じて進行方向を
教えてくれるので、安心して駐車できます。

車種専用 バックビューカメラ

※改正「道路運送車両保安基準」適合

見えにくい後方視界も、バックビューカメラで一目瞭然。
荷物を出し入れする機会が多いご家族のため、距離の目安に
加えて車種専用バックドアガイド線も表示します。

ホームページ内
製品情報へ

SIDE VIEW CAMERA

サイドビューカメラ

※1:サイドビューカメラをオプションキーに設定した場合。 ※2:2014年製アルパインカーナビとの接続時。
※改正「道路運送車両保安基準」適合

家族の乗り降りで幅寄せするとき、縦列駐車するときなどは、
オプションキーを押してサイドビュー画面へ※1。さらに別のカメラを
接続している場合は、画面上のボタンで切替えが可能です※2。

使いやすくて、パパもママも安心です。
車種専用のカメラシステム。

車種専用パーフェクトフィットなら、
カメラ本体の装着も美しく。

バックビューカメラ／マルチビューカメラ取付け方法のご案内

ホームページ内
製品情報へ

ホームページ内
製品情報へ

ホームページ内
製品情報へ

MULTI VIEW
REARCAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
REAR CAMERA

マルチビュー・フロントカメラ/マルチビュー・リアカメラ

マルチビュー・フロントカメラ マルチビュー・リアカメラ

市街地の狭い道路や駐車場など、不安の多い見通しの悪い
場所で役立ちます。フロントカメラは3アングルの視点変更、
リアカメラは4アングルの視点変更が可能です。

マルチビュー・フロントカメラ
T字路出口での左右確認や市街地の狭い道路を走るときなど、
3アングルの画像で運転をサポート。ナビ画面からすばやく
カメラ画面へ変更できるカメラ切替えスイッチ対応です。

マルチビュー・リアカメラ
家族の送り迎えのため、狭い道路に面した場所で駐車という
状況でも安心。4つのアングルでしっかり後方確認できます。
車種専用パーフェクトフィットでスマートに装着可能です。

BACK VIEW CAMERA #2

SIDE VIEW CAMERA

MULTI VIEW
FRONT CAMERA

MULTI VIEW
REAR CAMERA

ステアリング連動バックビューカメラ

バックビューカメラ

サイドビューカメラ

マルチビュー・フロントカメラ

マルチビュー・リアカメラ

お出かけ先の不慣れな
駐車場でもラクラク。
ステアリング連動で、
きめ細かくガイドします。

死角になりやすい後方を
しっかり見やすく。
駐車時などのスムーズな
バック操作をサポート。

正確な駐車でご家族の
乗り降りもスムーズに。
助手席側の死角を映像で
把握できます。

T字路の出口などで左右の確認もスムーズ。
前方の視野を3つのアングルで確保。

大切な方を乗せるクルマに、より確かな安心を。
4つのアングルで、車両後方が見渡せます。

BACK VIEW CAMERA #2BACK VIEW CAMERA #1

見えづらい後方などの様子を映像で確認できるドライブセンサー。

さらに車種ごとに一台一台、実車で計測した車種専用カメラガイド線を表示します。

死角になりがちな場所を目視しながら、画面上のガイド線を目安にステアリング操作。

お出かけ先の不慣れな場所などでも、安心して運転できます。

P.03-06

P.07-12

P.13-14

P.15-16

P.15-16

BACK VIEW CAMERA #1

ステアリング連動カメラガイド線

距離目安マーク

バックドアガイド線

車種ごとに実車で計測したデータに基づき、ステアリング
操作に応じた進路を青のガイド線で示します。

※ステアリング連動バックビューカメラ：SGS-C920Dシリーズのカメラガイド線（バックドア
ガイド線含む）は、RCA接続（映像入力/黄色）対応のカーナビ/モニターであれば表示が出来ます。

車両前方約30cm目安ガイド
車両側方約15cm目安ガイド

約0.5ｍ、約1ｍ、約2ｍの目安を赤・黄・緑で示します。

バックドア開閉時に配慮したガイド線です。
距離目安マーク

バックドアガイド線※
約0.5ｍ、約1ｍ、約2ｍの目安を赤・黄・緑で示します。

バックドア開閉時のスペースに配慮したガイド線。
バックドアを開くことのできる距離を示します。

死角になりやすい後方視界を確保。
死角になりやすいミニ
バンなどの車両後方を、
高画質・広視野角の映
像でフォローします。

縁石や障害物もしっかり見える。車種専用サイドカメラガイド線で安心操作。
目の届かない助手席の下の方まで見えるから安心。

●後方死角をより詳細に確認
●4アングルの視点変更可能
●パーフェクトフィット対応

●T字路出口での前方確認に
●3アングルの視点変更可能
●カメラ切替えスイッチ対応

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

トップビュー

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

パノラマビュー

バックビュー

コーナービューコーナービュー

パノラマビュー
コーナービューコーナービュー

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（水平方向）

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

トップビュー

カメラ表示エリアイメージ
（垂直方向）

※バックドアガイド線表示は、
2014年製アルパインカーナビとの接続時のみとなります。

KCX-C200B
標準小売価格￥5,000（税別）

標準小売価格￥5,000（税別）

※ビッグXプレミアム/ビッグX/700W/700Dの各シ
リーズ以外のナビゲーション、RCA接続対応のモニター
等との接続時には、別売りの電源BOX（KCX-C200B）
が必要になります。

※カメラのダイレクト接続はできなくなります。

HCE-C250シリーズ用電源BOX

■マルチビュー・フロントカメラ

KTX-F02G

■マルチビュー・フロントカメラ
  （HCE-C250FD）専用
　パーフェクトフィット

HCE-C250FD
標準小売価格￥22,000（税別）

取付けイメージ

※T字型取付け金具付属

パノラマビュー

コーナービュー トップビュー

＊対応年式はすべてH27/2現在　＊画面はイメージです。　＊ナビ本体は別売りとなります。　＊各画面パターンはカメラ有効範囲の一部を表示しています。車両状態により、見え方が異なる場合がございます。

DRIVE SENSOR  15  16

■対応車種
・ヴェルファイア/アルファード（20系:H20/5〜H27/1）・ヴェルファイア 
ハイブリッド/アルファード ハイブリッド（20系:H23/11〜H27/1）・エス
ティマ アエラス/エスティマ ハイブリッド（H20/12〜現在）・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）/ヴォクシー
ZS “煌”（80系）（H26/11〜現在）

KCX-C200B 標準小売価格￥5,000（税別）

※ビッグXプレミアム/ビッグX/700W/700Dの各シリーズ以外のナビゲーション、RCA接続対応の
モニター等との接続時には、別売りの電源BOX（KCX-C200B）が必要になります。

ピクチャー・イン・ピクチャー表示

※カメラのダイレクト接続はできなくなります。

HCE-C250シリーズ用電源BOX

■マルチビュー・リアカメラコーナービュー パノラマビュー

トップビュー

バックビュー

＊対応年式はすべてH27/2現在　＊画面はイメージです。　＊ナビ本体は別売りとなります。　＊各画面パターンはカメラ有効範囲の一部を表示しています。車両状態により、見え方が異なる場合がございます。

HCE-C250RD
HCE-C250RD-W

HCE-C250RD
HCE-C250RD-W

ブラック

標準小売価格￥22,000（税別）

パールホワイト



バックビューカメラ/マルチビュー・リアカメラ用パーフェクトフィット・バックビューカメラ用ダイレクト接続ケーブル 対応車種一覧

ステアリング連動バックビューカメラ/ユニット 対応車種一覧 

サイドビューカメラ（HCE-C90S）専用パーフェクトフィット 対応車種一覧

マルチビュー・フロントカメラ（HCE-C250FD）専用パーフェクトフィット 対応車種一覧 

H27/2現在

H27/2現在

H27/2現在

H27/2現在

メ
ー
カ
ー

車種 年式 型式 ステアリング連動カメラ／ユニット 取付時 
の注意カメラ本体色 LEDライセンス

ランプ付属
標準小売価格

（税別）

ト
ヨ
タ

アクア H23/12～現在
NHP10

SGS-C920D-AQ ブラック ―  ¥28,500 ※2,4アクア G's H25/12～現在 SGS-C920D-AQ-W パールホワイト
アクア（ナビレディパッケージ装着車） H23/12～現在 SGS-Y200NR－AQ ― ―  ¥19,000 ※7
アルファード（20系） H20/5～H27/1

GGH20W・25W/ANH20W・25W SGS-C920D-AV  ブラック
―  ¥28,500

※1

アルファード特別仕様車“type GOLD” H24/9～H25/10
アルファード特別仕様車“TYPE GOLDⅡ” H25/10～H27/1 SGS-C920D-AV-W パールホワイトアルファード ハイブリッド（20系） H23/11～H27/1 ATH20W
ヴェルファイア（20系） H20/5～H27/1

GGH20W・25W/ANH20W・25W SGS-C920D-AV-LED ブラック
○  ¥30,700ヴェルファイア特別仕様車“Golden Eyes” H24/9～H25/10

ヴェルファイア特別仕様車“GOLDEN EYESⅡ” H25/10～H27/1 SGS-C920D-AV-W-LED パールホワイトヴェルファイア ハイブリッド（20系） H23/11～H27/1 ATH20W
ヴォクシー H26/1～現在 ZRR80W・85W・80G・85G

SGS-C920D-NV ブラック

― ¥28,500

ヴォクシー ハイブリッド　　　　　　    （80系） H26/2～現在 ZWR80G
ヴォクシー特別仕様車ZS“煌” H26/11～現在 ZRR80W・85W
ノア（80系） H26/1～現在 ZRR80W・85W・80G・85G
ノア ハイブリッド H26/2～現在 ZWR80G

SGS-C920D-NV-W パールホワイトエスクァイア H26/10～現在 ZRR80G・85G
エスクァイア ハイブリッド H26/10～現在 ZWR80G
エスティマ H24/5～現在 ACR50W・55W/GSR50W・55W SGS-C920D-ES ブラック ―  ¥28,500 ※１,6
エスティマ ハイブリッド H24/5～現在 AHR20W SGS-C920D-ES-W パールホワイト ※１
ハリアー（60系） H25/12～現在 ZSU60W・65W SGS-C920D-HA ブラック ― ¥28,500 ※10ハリアー ハイブリッド H26/1～現在 AVU65W SGS-C920D-HA-W パールホワイト
プリウス/プリウス G’s/
プリウス特別仕様車“マイコーデ”

H22/1～現在・H23/12～現在・
H24/10～現在 ZVW30 SGS-C920D-PR ブラック ―  ¥28,500

※1,2,3SGS-C920D-PR-W パールホワイト

プリウスPHV H24/1～現在 ZVW35 SGS-C920D-PR-LED ブラック ○ ¥30,700SGS-C920D-PR-W-LED パールホワイト

プリウスα（MC前） H23/5～H26/11（マイナーチェンジ前） ZVW40W/41W

SGS-C920D-PRA ブラック ―  ¥28,500
※1,2SGS-C920D-PRA-W パールホワイト

SGS-C920D-PRA-LED ブラック ○  ¥30,700SGS-C920D-PRA-W-LED パールホワイト

プリウスα（MC後） H26/11～現在（マイナーチェンジ後） ZVW40W/41W

SGS-C920D-PRA2　　　   NEW ブラック ―  ¥28,500
※1,2SGS-C920D-PRA2-W        NEW パールホワイト

SGS-C920D-PRA2-LED     NEW ブラック ○  ¥30,700SGS-C920D-PRA2-W-LED NEW パールホワイト
ニ
ッ
サ
ン

セレナ/セレナ ハイウェイスター H25/12～現在 NC26/FNC26/HC26/HFC26 SGS-C920D-SE ブラック  ―  ¥28,500 ※2,4,8,9

ホ
ン
ダ

N-BOX H23/12～現在 JF1・2 SGS-C920D-NB ブラック  ―  ¥28,500 ※2,5N-BOX＋ H24/7～現在 JF1・2
N-BOXカスタム H23/12～現在 JF1・2

SGS-C920D-NBC ブラック  ―  ¥28,500 ※2,5N-BOX＋カスタム H24/7～現在 JF1・2
N-BOX ModuloX H25/1～現在 JF1
オデッセイ/オデッセイアブソルート H25/11～現在 RC1・2 SGS-C920D-OD ブラック  ―  ¥28,500 ※2,4
フィット/フィット ハイブリッド/フィットRS H25/9～現在 GK3・4・5・6/GP5・6 SGS-C920D-FI ブラック  ―  ¥28,500 ※5
フリード H23/10～現在（マイナーチェンジ後） GB3・4 SGS-C920D-FR ブラック  ―  ¥28,500 ※2,5フリード ハイブリッド H23/10～現在 GP3
フリードスパイク H23/10～現在（マイナーチェンジ後） GB3・4 SGS-C920D-FRS ブラック  ―  ¥28,500 ※2,5フリードスパイク ハイブリッド H23/10～現在 GP3
ステップワゴン/ ステップワゴン・スパーダ  H24/4～現在（マイナーチェンジ後） RK1・2・5・6 SGS-C920D-ST ブラック  ―  ¥28,500 ※2,5

■純正バックカメラ未装着車に限ります。■適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。■グレード・仕様により取付けできない場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。 取付けは、お買い上げ店に依頼頂くこ
とをお勧めします。※1：純正リアガーニッシュのカメラ用穴を使用し、取付けます。※2：リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。※3：H22/1以降の純正カメラプリワイヤー付車に限ります。※4：純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取
付けます。※5：純正リアガーニッシュにΦ38mmの穴あけ加工をし、取付けます。※6：S-VSC装着車に限る（3.5L車に標準装備、2.4L車にメーカーオプション）※7：メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車に限る。※8：グレード20Sを除く※9：H24/8～
H25/12：マイナーチェンジ前の車両は製品付属のニッサン車用カメラ変換ケーブルは使用できません。別売りのダイレクト接続ケーブルKWX-G001を使用すれば取付けできます。※10：純正リアガーニッシュのカメラカバーを一部切り取り、取付けブラケットで取付けます。

メ
ー
カ
ー

車種 年式 型式

バックビューカメラ/マルチビュー・リアカメラ用
パーフェクトフィット

（HCE-C920/C900シリーズ、HCE-C250RDシリーズ用）

バックビューカメラ用ダイレクト接続ケーブル
（HCE-C920/C900シリーズ用） ※15

製品品番 標準小売
価格（税別） キット色 製品品番 標準小売

価格（税別）

ト
ヨ
タ

アイシス H16/9～現在 ANM10G・15G・10W・15W/ZNM10W・15W/
ZGM10G・11G・15G・10W・11W・15W KTX-C11IS ※5,7  ¥3,800 ブラック KWX-G001  ¥1,000

アクア H23/12～現在 NHP10 KTX-C10AQ ※5,7  ¥3,800  ブラック KWX-G001  ¥1,000
アクア G's H25/12～現在 NHP10

KTX-C10AQ-W ※5,7  ¥3,800 ホワイト KWX-Y300NR ※12  ¥1,500アクアX-URBAN H26/12～現在 NHP10
アルファード（30系） H27/1～現在 GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W KTX-C30AV ※2 NEW  ¥3,800 ― KWX-Y008HA  ¥2,500アルファード ハイブリッド（30系） H27/1～現在 AYH30W
アルファード（20系） H20/5～H27/1

GGH20W・25W/ANH20W・25W KTX-C12AV ※2  ¥3,800 ― KWX-Y001AV  ¥3,000アルファード特別仕様車“type GOLD” H24/9～H25/10
アルファード特別仕様車“TYPE GOLDⅡ” H25/10～H27/1
アルファード ハイブリッド（20系） H23/11～H27/1 ATH20W
アルファード（10系） H17/4～H20/5 MNH10W・15W/ANH10W・15W KTX-C11AL ※1,2  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000
ヴァンガード H22/2～H25/11 GSA33W/ACA33W・38W KTX-C15G ※3,6  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000

ウィッシュ
H15/1～H21/4 ANE10G・11W/ZNE10G・14G KTX-C10G ※3  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000
H21/4～H24/4 ZGE22W・20W・25W・21G・20G・25G KTX-C20WI ※5,7  ¥3,800 ブラック KWX-Y005WI  ¥3,000
H24/4～現在 ZGE20W・22W・25W・20G・25G KTX-C20WI ※5,7  ¥3,800 ブラック KWX-Y004VO  ¥2,500

ヴィッツ H17/2～H22/12 NCP91・95/SCP90/SP90 KTX-C17SG  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000
H22/12～現在 NSP130/KSP130/NCP131/NSP135 KTX-C13VI ※2  ¥3,800 ― KWX-G001  ¥1,000

ヴェルファイア（30系） H27/1～現在 GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W KTX-C30AV ※2 NEW  ¥3,800 ― KWX-Y008HA  ¥2,500ヴェルファイア ハイブリッド（30系） H27/1～現在 AYH30W
ヴェルファイア（20系） H20/5～H27/1

GGH20W・25W/ANH20W・25W KTX-C12AV ※2  ¥3,800 ― KWX-Y001AV  ¥3,000ヴェルファイア特別仕様車“Golden Eyes” H24/9～H25/10
ヴェルファイア特別仕様車“GOLDEN EYESⅡ” H25/10～H27/1
ヴェルファイア ハイブリッド（20系） H23/11～H27/1 ATH20W
ヴォクシー H26/1～現在 ZRR80W・85W・80G・85G

KTX-C80NV ※2  ¥3,800 ― KWX-Y004VO  ¥2,500ヴォクシー ハイブリッド　　　　　　  　 （80系） H26/2～現在 ZWR80G
ヴォクシー特別仕様車ZS“煌” H26/11～現在 ZRR80W・85W

ヴォクシー（70系） H19/6～H26/1 ZRR70G・70W・75G・75W KTX-C20NV ※2,7  ¥3,800 ブラック KWX-Y002NV  ¥3,000KTX-C20NV-W ※2,7  ¥3,800 ホワイト

ヴォクシー特別仕様車ZS“煌Z”（70系） ヴォクシー特別仕様車:ZS“煌Z”  
発売日：H25年5月13日～H26年1月19日 ZRR70W・75W KTX-C20NV ※2,7  ¥3,800 ブラック KWX-Y002NV  ¥3,000KTX-C20NV-W ※2,7  ¥3,800 ホワイト

ヴォクシー特別仕様車ZS“煌Ⅲ” 
ヴォクシー特別仕様車ZS“煌Ⅱ”　　　　（70系） 
ヴォクシー特別仕様車ZS“煌” 

H21/6～H25/5 ZRR70W・75W
KTX-C20NV ※2,7  ¥3,800 ブラック

KWX-Y004VO  ¥2,500
KTX-C20NV-W ※2,7  ¥3,800 ホワイト

エスクァイア H26/10～現在 ZRR80G・85G KTX-C80NV ※2  ¥3,800 ― KWX-Y004VO  ¥2,500エスクァイア ハイブリッド H26/10～現在 ZWR80G

エスティマ H18/1～H20/12 ACR50W・55W/GSR50W・55W KTX-C10G ※3,7  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000
H20/12～現在 ACR50W・55W/GSR50W・55W KTX-C21ES ※1,2  ¥3,800 ― KWX-Y003ES  ¥3,000

エスティマ ハイブリッド H18/6～H20/12 AHR20W KTX-C10G ※3,7  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000
H20/12～現在 AHR20W KTX-C21ES ※1,2  ¥3,800 ― KWX-Y003ES  ¥3,000

カローラフィールダー H24/5～現在 ZRE162G/NZE161・164G KTX-C16CF ※2  ¥3,800 ― KWX-Y007CF  ¥3,000 カローラフィールダー ハイブリッド H25/8～現在 NKE165G
カローラ ルミオン H19/10～現在 NZE151N・ZRE152N・ZRE154N KTX-C10G ※3,7  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000

スペイド H24/7～現在 NSP140・NCP141・145 KTX-C14PO ※7  ¥3,800 ― KWX-G001  ¥1,000
KWX-Y300NR ※12  ¥1,500

ノア（80系） H26/1～現在 ZRR80W・85W・80G・85G KTX-C80NV ※2  ¥3,800 ― KWX-Y004VO  ¥2,500ノア ハイブリッド H26/2～現在 ZWR80G

ノア（70系） H19/6～H26/1 ZRR70G・70W・75G・75W KTX-C20NV ※2,7  ¥3,800 ブラック KWX-Y002NV  ¥3,000KTX-C20NV-W ※2,7  ¥3,800 ホワイト
ハイエース・レジアスエース H16/8～現在 200系（ワイドボディ含む） KTX-C200HI ※5  ¥3,800 ブラック KWX-G001  ¥1,000

ハリアー H15/2～H25/9 ACU30W・35W/MCU30W・31W・35W・36W KTX-C15G ※5,7  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000
H25/12～現在 ZSU60W・65W KTX-C60HA ※14 ¥3,800 KWX-Y008HA  ¥2,500

ピクシス スペース H23/9～現在 L575A・585A KTX-C17SG  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000
プリウス/プリウス G’s/
プリウス特別仕様車“マイコーデ”

H21/5～現在・H23/12～現在・
H24/10～現在 ZVW30 KTX-C30PR ※2,7  ¥3,800 ブラック

KWX-Y006PR ※11  ¥2,500
KTX-C30PR-W ※2,7  ¥3,800 ホワイトプリウスPHV H24/1～現在 ZVW35

プリウスα（MC前） H23/5～H26/11（マイナーチェンジ前） ZVW40W/41W KTX-C40PRA ※2,7  ¥3,800 ブラック

KWX-Y004VO  ¥2,500
KTX-C40PRA-W ※2,7  ¥3,800 ホワイト

プリウスα（MC後） H26/11～現在（マイナーチェンジ後） ZVW40W/41W
KTX-C40PRA2 ※2,7
NEW  ¥3,800 ブラック

KTX-C40PRA2-W ※2,7
NEW  ¥3,800 ホワイト

ポルテ
H16/7～H24/7 NNP10・11・15 KTX-C17SG  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000

H24/7～現在 NSP140・NCP141・145 KTX-C14PO ※7  ¥3,800 ― KWX-G001  ¥1,000
KWX-Y300NR ※12  ¥1,500

マークX H21/10～現在 GRX130・133・135 KTX-C15G ※5,7  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000
ラクティス H17/10～H22/11 NCP100・105/SCP100 KTX-C15G ※2  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000

86 H24/4～現在 ZN6 KTX-C0686 ※5,7  ¥3,800 ブラック KWX-G001  ¥1,000
KTX-C0686-W ※5,7  ¥3,800 ホワイト KWX-G001  ¥1,000

bB H17/12～現在 QNC20・21・25 KTX-C17SG  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000

メ
ー
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ー

車種 年式 型式

バックビューカメラ/マルチビュー・リアカメラ用
パーフェクトフィット

（HCE-C920/C900シリーズ、HCE-C250RDシリーズ用）

バックビューカメラ用ダイレクト接続ケーブル
（HCE-C920/C900シリーズ用） ※15

製品品番 標準小売
価格（税別） キット色 製品品番 標準小売

価格（税別）

ニ
ッ
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ン

エルグランド H22/8～現在 PE52/TE52/PNE52/TNE52 KTX-C23EL ※5,10  ¥3,800 ― KWX-N001EL ※10  ¥3,000
エクストレイル H19/8～H25/12 NT31/TNT31/DNT31 KTX-C15G ※3,7  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000
キューブ H20/11～現在 Z12/MZ12 KTX-C17SG  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
ジューク H22/6～現在 YF15 KTX-C19JU ※5  ¥3,800 ― KWX-N001EL  ¥3,000 

セレナ/セレナ ハイウェイスター
H17/5～H22/11 C25/CC25/NC25/CNC25 KTX-C10G ※2  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
H22/11～現在 C26/FC26/NC26/FNC26/HC26/HFC26 KTX-C26SE ※5,7,10  ¥3,800 ブラック KWX-G001 ※10  ¥1,000 
H25/12～現在 C26/HC26/HFC26/NC26/FNC26 KTX-C26SE ※5,7,10  ¥3,800 ブラック KWX-N001EL ※10  ¥3,000 

デイズ/デイズルークスハイウェイスター H26/2～現在 B21A KTX-C15G ※2,7,10  ¥2,000 ― KWX-N001EL ※10  ¥3,000 
ルークス H21/12～H25/3 ML21S KTX-C16RP ※5  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000 

ホ
ン
ダ

CR-Z H22/2～現在 ZF1・2 KTX-C24CR ※2  ¥3,800 ― KWX-G001  ¥1,000 
インサイト H21/2～H26/3 ZE2・3 KTX-C14IN ※5  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 

オデッセイ
H20/10～H25/10 RB3・4 KTX-C10G ※3,7  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
H25/11～現在 RC1・2 KTX-C12OD ※5,7  ¥3,800 ― KWX-G001  ¥1,000

HCE-C03VC   ※13  ¥6,000

ステップワゴン  ステップワゴン・スパーダ
H17/5～H21/10 RG1・2・3・4 KTX-C10G ※2,4  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 

H21/10～現在 RK1・2・5・6 KTX-C56ST ※7,8  ¥3,800 ブラック KWX-G001  ¥1,000 
KWX-H001ST ※16 NEW  ¥3,000 

ストリーム H18/7～H26/5 RN6・7・8・9 KTX-C10G ※3,7  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
フィット H19/10～H25/9 GE6・7・8・9 KTX-C10G ※3,7,9  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
フィット/フィット ハイブリッド/フィットRS H25/9～現在 GK3・4・5・6/GP5・6 KTX-C36FI ※8  ¥3,800 ブラック KWX-G001  ¥1,000 
フィット ハイブリッド H22/10～H25/9 GP1 KTX-C10G ※3,7,9  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
フィットシャトル H23/6～現在 GG7/8 KTX-C10G ※3,7,9  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
フィットシャトル ハイブリッド H23/6～現在 GP2 KTX-C10G ※3,7,9  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 

フリード H20/5～現在 GB3・4 KTX-C34FR ※7,8  ¥3,800 ブラック KWX-G001  ¥1,000 
KWX-H001ST ※17 NEW  ¥3,000 

フリード ハイブリッド H23/10～現在 GP3 KTX-C34FR ※7,8  ¥3,800 ブラック KWX-G001  ¥1,000 
KWX-H001ST ※17 NEW  ¥3,000 

フリード スパイク H22/7～現在 GB3・4 KTX-C34FR ※7,8  ¥3,800 ブラック KWX-G001  ¥1,000 
KWX-H001ST ※17 NEW  ¥3,000 

フリード スパイク ハイブリッド H23/10～現在 GP3 KTX-C34FR ※7,8  ¥3,800 ブラック KWX-G001  ¥1,000 
KWX-H001ST ※17 NEW  ¥3,000 

N-BOX/N-BOXカスタム H23/12～現在 JF1・2 KTX-C12NB ※7,8  ¥3,800 ブラック KWX-G001  ¥1,000 
HCE-C03VC   ※13  ¥6,000

ス
バ
ル

インプレッサ H19/6～H23/11 GH2・3・7・8 KTX-C15G ※3  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
インプレッサ WRX H19/10～H26/8 GRB/GRF KTX-C15G ※5  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
エクシーガ H20/6～現在 YA4・5・9 KTX-C15G ※3  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
レガシィ B4 H21/5～H26/10 BM9 KTX-C15G ※5  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
レガシィツーリングワゴン H21/5～H26/10 BR9 KTX-C10G ※5,7  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
レガシィアウトバック H21/5～H26/10 BRF KTX-C10G ※5,7  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
BRZ H24/3～現在 ZC6 KTX-C0686 ※5,7  ¥3,800 ブラック KWX-G001  ¥1,000 

KTX-C0686-W ※5,7  ¥3,800 ホワイト KWX-G001  ¥1,000 

ス
ズ
キ

ワゴンR H20/9～H24/9 MH23S KTX-C18MG  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
H24/9～現在 MH34S・44S KTX-C17SG  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000 

ワゴンR スティングレー H20/9～H24/9 MH23S KTX-C18MG  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
H24/9～現在 MH34S・44S KTX-C17SG  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000 

パレット H21/9～H25/2 MK21S KTX-C16RP ※5  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
ソリオ H23/1～現在 MA15S KTX-C15SO ※2,7  ¥3,800 ― KWX-G001  ¥1,000 
ランディ H22/12～現在 SC26/SHC26/SNC26 KTX-C26SE ※5,7,10  ¥3,800 ブラック KWX-G001 ※10  ¥1,000 

ダ
イ
ハ
ツ

タント/タント カスタム H19/12～H25/10 L375S・385S KTX-C17SG ※7  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
タント エグゼ/タントエグゼカスタム H21/12～H26/10 L455S・465S KTX-C17SG ※7  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
ムーヴ カスタム H18/10～H22/12 L175S・185S KTX-C15G ※5  ¥2,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
ムーヴ/ムーヴ カスタム H22/12～H26/12 LA100S・110S KTX-C17SG ※7  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000 
ムーヴ コンテ/ムーヴコンテカスタム H20/8～現在 L575S・585S KTX-C17SG ※7  ¥3,000 ― KWX-G001  ¥1,000 

■純正バックカメラ未装着車に限ります。■適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。■グレード・仕様により取付けできない場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂く
ことをお勧めします。■HCE-C920D/LED-C920Dの取付けには別途ダイレクト接続ケーブルが必要になります。一部車種には簡単・スマートにカメラ配線を行える、車種専用カメラダイレクトケーブルをラインナップしております。その他の車種については
KWX-G001（汎用ダイレクトケーブル）をご使用ください。■モデル名の末尾に「-W」がつくモデルはキット色がホワイトとなっております。白いボディのお車には別売りのバックビューカメラ HCE-C920D-W・HCE-C920-W（パールホワイト）と組み合わせること
でよりスマートに取付けできます。※1：マイナーチェンジ前の車両は形状が異なるため取付けできません。※2：純正リアガーニッシュのカメラ用穴を使用し、取付けます。※3：純正リアガーニッシュにΦ35mmの穴あけ加工をし、取付けます。※4：メーカーオプション
のパワーゲート装着車は取付けできません。※5：純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。※6：バックドア付スペアタイヤ＆カラードカバー選択時は取付できません。※7：リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。※8：純正リア
ガーニッシュにΦ38mmの穴あけ加工をし、取付けます。※9：純正リアガーニッシュに純正カメラ用取付け穴がある車両には取付けできません。※10：純正アラウンドビューモニター/バックビューカメラ装着車には取付けできません。※11：H22/1以降の純正カメ
ラプリワイヤー付車に限ります。※12：メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車の純正カメラを2014年製アルパインカーナビに接続できます（2013年製以前のアルパインカーナビとの接続にはKWX-Y200NRが対応します）。※13：メーカーオプション
の「ナビ装着用スペシャルパッケージ」付車の純正リアワイドカメラを接続し、アルパインカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックのビュー切替えができます。※14：純正リアガーニッシュのカメラカバーを一部切り取り、取付けブラケットで取付けます。※15：
バックビューカメラダイレクトケーブルは、マルチビュー・リアカメラ（HCE-C250RD等）には使用できません。※16：H24/11以降のメーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、KWX-H001ST（別売）使用により純正リアカメラを接続できます。
※17：H25/11以降のメーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、KWX-H001ST（別売）使用により純正リアカメラを接続できます。

メ
ー
カ
ー

車種 年式 型式
サイドビューカメラ（HCE-C90S）専用パーフェクトフィット

モデル 備考 標準小売価格（税別）

ト
ヨ
タ

アルファード（20系） H20/5～H27/1
GGH20W・25W/ANH20W・25W KTX-Y001AL ※1,2,3  ¥16,800 アルファード特別仕様車“type GOLD” H24/9～H25/10

アルファード特別仕様車“TYPE GOLDⅡ” H25/10～H27/1
アルファード ハイブリッド（20系） H23/11～H27/1 ATH20W
ヴァンガード H19/8～H25/11 GSA33W/ACA33W/ACA38W KTX-Y006NV ※1,4,6  ¥16,800 
ウィッシュ H21/4～現在 ZGE22W・20W・25W・20G・25G KTX-Y003PR ※1,2,4  ¥16,800 
ヴェルファイア（20系） H20/5～H27/1

GGH20W・25W/ANH20W・25W KTX-Y002VE ※1,2,3  ¥16,800ヴェルファイア特別仕様車“Golden Eyes” H24/9～H25/10
ヴェルファイア特別仕様車“GOLDEN EYESⅡ” H25/10～H27/1
ヴェルファイア ハイブリッド（20系） H23/11～H27/1 ATH20W
ヴォクシー H26/1～現在 ZRR80W・85W・80G・85G KTX-Y007NVE

NEW ※1,2  ¥16,800ヴォクシー ハイブリッド      　　　　　　　　　　　 （80系） H26/2～現在 ZWR80G
ヴォクシー特別仕様車ZS“煌” H26/11～現在 ZRR80W・85W
ヴォクシー（70系） H19/6～H26/1 ZRR70G・70W・75G・75W KTX-Y006NV ※1,4,6  ¥16,800 
エスクァイア H26/10～現在 ZRR80G・85G KTX-Y007NVE

NEW ※1,2  ¥16,800エスクァイア ハイブリッド H26/10～現在 ZWR80G
エスティマ H18/1～現在 ACR50W・55W/GSR50W・55W KTX-Y004ES ※1,2,3,4  ¥16,800エスティマ ハイブリッド H18/6～現在 AHR20W
ノア（80系） H26/1～現在 ZRR80W・85W・80G・85G KTX-Y007NVE

NEW ※1,2  ¥16,800ノア ハイブリッド H26/2～現在 ZWR80G
ノア（70系） H19/6～H26/1 ZRR70G・70W・75G・75W KTX-Y006NV ※1,4,6  ¥16,800 
ハイエース・レジアスエース H16/8～現在 200系 KTX-Y005HI ※1,5  ¥16,800 
プリウス/プリウス G’s/プリウス特別仕様車“マイコーデ” H21/5～現在・H23/12～現在

・H24/10～現在 ZVW30
KTX-Y003PR ※1,2,4  ¥16,800プリウスPHV H24/1～現在 ZVW35

プリウスα H23/5～現在 ZVW40W・41W
ニ
ッ
サ
ン

エルグランド H22/8～H26/1 PE52/TE52/PNE52/TNE52 KTX-N001EL ※1,7,8  ¥16,800 

セレナ/セレナ ハイウェイスター H22/11～現在 C26/FC26/NC26/FNC26/HC26/HFC26 KTX-N002SE ※1,7,9  ¥16,800 

ホ
ン
ダ

ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ H21/10～現在 RK1・2・5・6 KTX-H001ST ※1,7  ¥16,800 

■適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。■グレード・仕様により取付けできない場合があります。■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。【適合不可条件】以下の
条件の車輌には取付けできません。※1:標準ドアミラー非装着車とドアミラーにオプションパーツが装着されている場合 ※2:メーカーオプションのインテリジェントパーキングアシスト装着車 ※3:メーカーオプションのワイドビューフロント＆サイドモニター装着車 
※4:ディーラーオプションのサイドモニター装着車 ※5:フェンダーミラー装着車 ※6:ディーラーオプションのメッキドアミラーカバー装着車 ※7:メーカーオプションのアラウンドビューモニター装着車 ※8:ディーラーオプションのクロームドアミラーカバー装着車 
※9:ディーラーオプションのサイドブラインドモニター装着車

メ
ー
カ
ー

車種 年式 型式
マルチビュー・フロントカメラ（HCE-C250FD）専用パーフェクトフィット

モデル 標準小売価格（税別）

ト
ヨ
タ

アルファード（30系） H27/1～現在 GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W

KTX-F02G  ¥5,000

アルファード（20系） H20/5～H27/1
GGH20W・25W/ANH20W・25W アルファード特別仕様車“type GOLD” H24/9～H25/10

アルファード特別仕様車“TYPE GOLDⅡ” H25/10～H27/1
アルファード ハイブリッド（20系） H23/11～H27/1 ATH20W
ヴェルファイア（30系） H27/1～現在 GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W
ヴェルファイア（20系） H20/5～H27/1

GGH20W・25W/ANH20W・25W ヴェルファイア特別仕様車“Golden Eyes” H24/9～H25/10
ヴェルファイア特別仕様車“GOLDEN EYESⅡ” H25/10～H27/1
ヴェルファイア ハイブリッド（20系） H23/11～H27/1 ATH20W
ヴォクシー（80系） H26/1～現在 ZRR80W・85W・80G・85G
ヴォクシー ハイブリッド H26/2～現在 ZWR80G
ヴォクシー特別仕様車ZS“煌”（80系） H26/11～現在 ZRR80W・85W
エスクァイア H26/10～現在 ZRR80G・85G
エスクァイア ハイブリッド H26/10～現在 ZWR80G
エスティマ アエラス H20/12～現在 ACR50W・55W/GSR50W・55W
エスティマ ハイブリッド H20/12～現在 AHR20W
ノア（80系） H26/1～現在 ZRR80W・85W・80G・85G
ノア ハイブリッド H26/2～現在 ZWR80G

■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。 ■グレード・仕様により取付けできない場合があります。 ■取付け・配線には専門技術と経験が必要になります。 取付けは、お買い上げ店に依頼頂くことをお勧めします。 【適合不可条件】以
下の条件の車輌には取付けできません。メーカー純正の標準バンパー/エアロバンパー非装着車 メーカーオリジナルアクセサリーのナンバーフレーム（プレステージタイプ/デラックスタイプ）以外のナンバーフレームやアクセサリー部品が装着されている車両 取
付け部付近に加工など行っている車両 字光式ナンバー装着車 メーカーオプションのパノラミックビューモニター メーカーオプションのワイドビューフロント&サイドモニター ディーラーオプションのマルチアングル全周囲モニター

DRIVE SENSOR  17  18


