アルパイン・ラインアップ 2022年 Vol.2 2022年8月改定版
アルパイン「User's Room」※ご登録いただくと、お得なサービスをご利用いただけます。

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）
をご購入のお客様
スマホアプリ
「BIG X CONNECT」をご利用いただくことで、
以下のサービスを受けることができます。

■地図データ年度更新

■高速道データ配信

2019年製以前のアルパインカーナビをご購入のお客様
お客様とカーナビゲーション本機の情報をご登録いただくと、
以下のサービスを受けることができます。

■Gracenoteデータ配信

■車種専用セッティングデータ配信

お客様登録方法
以下、3通りのいずれかの方法によって、ご登録をお願いします。

「パソコン」からのご登録

https://www.alpine.co.jpへアクセスいただき、
ご登録をお願いします。 アルパインお客様登録

検索

「スマートフォン」からのご登録

右の二次元コードからアクセスいただき、
ご登録をお願いします。※一部対応していない機種がございます。
CUSTOMER

「お客様登録FAX用紙」からのご登録

対象製品に同梱されている
「お客様登録FAX用紙」にご記入いただき、
ご登録をお願いします。
※登録にはFAX到着後、約4営業日ほどかかりますので、
ご了承ください。

注意

●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。

警告

●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。

●弊社製品でのCD再生は、
ディスクレーベル面に
マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用ください。尚、CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。
また、再生できた場合も音質の保証は致しかねます。●弊
社は、正式な音楽CD規格に準拠していない「コピーコントロールCD」等のディスクの再生につきましては、その動作や音質の保証を致しかねます。
また、弊社製品におきまして通常のCD再生時には支障がなく、
「コピーコントロールCD」再生時のみに支障がある
場合、弊社製品の不具合ではないことをご理解ご了承くださいますようお願い申し上げます。尚、
「コピーコントロールCD」の詳細につきましては、同ディスクの発売元にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。●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。●Bluetooth®と
は、Bluetooth SIG,Incの登録商標です。●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。実際の装着とはフェイスパネルのせり出し等が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、2022年7月現在のものです。
※運転中にTV・ビデオの映像が映らない安全設計です。
※液晶パネルは、非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素が有り得ますので、あらかじめご了承ください。

〒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

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（土、
日、祝日、弊社休業日を除く）
【月〜金】9：30〜17：30
携帯/PHS/一般電話から

0570-006636

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。

MAIL

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。

FAXから

TEL：03-6704-4926

045-522-8700

※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。

LINEでのお問い合わせ
「友だち追加」から友だち追加できます。

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。

www.alpine.co.jp
または検索サイトから

アルパイン

※LINEアカウントをお持ちでない場合には、
LINE会員登録が必要になります。

LINE
2022年8月発行
S1 05 CM 2208 Printed in Japan

― 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 ―

Display Audio［ディスプレイオーディオ］

DA

スマホアプリを、快適操作。
高音質・高画質ディスプレイオーディオ

特 長

あなたの愛車にふさわしい
車種専用ディスプレイオーディオ。

04

※各種車種専用チューニングデータのご利用にはデータのダウンロードが必要です。対応車種と年式につい
ては、
アルパインホームページをご覧ください。

■ 車種専用オープニング画面

特 長
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■ 車種専用サウンドチューニング

■ 車種専用カメラガイド線

エンジンをかけると、愛車を印象的に描いた映像が

車内空間という特別な場所で、
サウンドを存分に楽し

カメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示しま

浮かび上がります。美しいアニメーションとサウンドが、

めるように。熟練のサウンドマイスターが車種ごとの音

す。車種ごとに実車で計測した正確なデータで、
幅寄

オーナーの気持ちを高めます。

響特性を分析し、
音質をきめ細かくチューニング。

せ・駐車の際、
よりスムーズに操作ができます。

ハイレゾの高音質を思いのままに
音を操る「サウンドホーム」で格別のドライブを。

■

こだわりの低音域アレンジを選べる
「bass engine SQ」
など多彩な機能を搭載。

■

ハイレゾオーディオに対応する、
アルパイン独自の高音質設計。

特 長
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bass engine SQ
スタンダード、
ミッドベース、
リッチ、
ローベース、
パンチの
「bass engine」
タイプを0〜6のレベルで設定できます。

WIRELESS

Media Xpander（ MX）
映像の音声を聞きやすくするなど、音声や楽器の音を
メディアごとに際立たせて再生することができます。

■

独自開発の「フルデジタル
パワーアンプ」搭載

●この製品は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠しています。
ハイレゾロゴは日本オーディオ協会の登録商標です。

特 長
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地図も、音楽も、
コミュニケーションも、
いつものアプリを大画面で使いやすく。

低音ノイズを低減する「赤色
LED高音質電源回路」

■ Apple CarPlay

■ Android Auto

iPhoneを接続すれば、
いつものアプリを大画面ディスプレイに表示。音楽再生、
ルート

スマホ（Android）
を接続すれば、
いつものアプリを大画面ディスプレイに表示。
音楽再生、

検索、
メッセージの送受信などをタップ操作や音声操作で快適に利用できます。

ルート検索、
メッセージの送受信などをタップ操作や音声操作で快適に利用できます。

※Apple CarPlayを使用するには、
Lightning-USBケーブル
（iPhoneに付属）
を使用してiPhoneを本機に接続するか、
ワイヤ
レス接続を行ってください。

※Android Autoを使用するには、
あらかじめGoogle PlayストアからAndroid AutoアプリをAndroidスマートフォンにダウンロー
ドしてください。
その後、Androidスマートフォンを本機のUSBコネクタに接続し
てください。
※Android OSのスマートフォンは、
機種によってご利用できない場合や機能制
限があります。詳しくはスマートフォンの仕様や取扱説明書をご確認ください。

システムアップで、
さらに快適なドライブを。
■

ステアリングリモコンで快適操作を

バックカメラで後退時も安心・安全

純正ステアリングリモコンでハンドルから手を離さず操

バックカメラに加え、
フロントカメラまたはサイドカメラも

作ができます。

接続可能です。

※純正ステアリングリモコン対応には別売のコントロールキットが必要です。

※バック/フロント/サイドカメラは別売です。
※フロントカメラ/サイドカメラの同時接続はできません。

■

ドライブレコーダーで
安心安全のドライブをサポート

対応モデルは前後2カメラで録画するから安心です。
※製品の詳細は12ページをご覧ください。
※対応するドライブレコーダーはDVR-C320R/DVR-C370Rとなります。

ハイレゾオーディオ対応＆高画質WXGA液晶搭載。音と画質にこだわったラインアップ
11型
ディスプレイオーディオ
フローティングビッグDA

DAF11Z

9型
ディスプレイオーディオ
フローティングビッグDA

DAF9Z

NEW

NEW

オープン価格

オープン価格

※電源コード別売

※電源コード別売

7型 ディスプレイオーディオ

DA7Z

NEW

オープン価格 ※電源コード付属

WIRELESS

地図アプリでルート検索

音楽アプリでお気に入りの曲を再生

地図アプリでルート検索

音楽アプリでお気に入りの曲を再生

●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。●Android、
Google Play、
Android AutoはGoogle LLCの商標です。

※フローティング ビッグDA/ディスプレイオーディオの装着には別売の車種専用取付けキットが必要です。詳細はアルパインホームページをご覧ください。
※DAF11Z/DAF9Zは別売の取付けキットに付属の電源コード、
または別売の電源コード
（KCE-GPH16）
が必要です。DA7Zは電源コードが付属しています。

純正スイッチパネルに美しく装着。HDMI接続用アクセサリー
ディスプレイオーディオ専用ビルトインUSB/HDMI接続ユニット

KCU-Y620DA

特 長
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■

KCU-Y630DA

標準小売価格 ￥10,120（税込）

見えにくい死角を画面に映して運転をサポート。バックカメラ・フロントカメラ・サイドカメラ

KAE-7WZ-AR

標準小売価格 ￥2,640
（税込）

マルチビュー・バックカメラ ダイレクト接続タイプ

マルチビュー・フロントカメラ

カーライフを快適に！その他のアクセサリー

標準小売価格 ￥27,610（税込）

標準小売価格 ￥27,610
（税込）

フローティングビッグDA/ディスプレイオーディオ専用
純正ステアリングリモートコントロールキット

バックビューカメラ ダイレクト接続タイプ

※取付けには製品付属のナンバーブラケットを使用します。
RCA入力対応

サイドビューカメラ

HCE-C1000D（ブラック）HCE-C1000D-W（パールホワイト）

HCE-CS1000

※車両ごとの取付け状況により別売の接続ケーブル
（KWX-G001）
または車種専用ダイレ
クト接続ケーブルが必要となります。

※装着には別売の車種専用取付けキットが必要です。
※接続には別売のカメラ用ケーブル
（KWX-G003）
が必要です。

標準小売価格 ￥14,080（税込）

※接続用のHDMIケーブル/アダプター等は別売となります。

標準小売価格 ￥3,410
（税込）

DA7Z適合 指紋防止ARフィルム

※7型カーナビ用フィルムと同一の製品です。

※車両ごとの取付け状況により別売の接続ケーブル
（KWX-G001）
または車種専用ダイレ
クト接続ケーブルが必要となります。

楽しめます。
また後席モニターへの外部出力で後席でも映像を観ることができます。

標準小売価格 ￥3,630
（税込）

※装着には別売の車種専用取付けキットが必要となります。※バックカメラに加え、
フロントカメラかサイドカメラのいずれかを接続可能です。

HCE-C2000RD（ブラック） HCE-C2000RD-W（パールホワイト） HCE-C2500FD

スマホの動画をディスプレイオーディオに映し、大画面ならではの迫力と臨場感を

KAE-HF11DA
KAE-HF9DA

※HDMI接続ケーブルの詳細についてはアルパインホームページをご覧ください。

スマホと連携させることで、
WEB動画なども
そのまま大画面で楽しめます。

DAF11Z専用 指紋防止ARフィルム NEW
DAF9Z専用 指紋防止ARフィルム NEW

※トヨタ純正スイッチパネルにビルトイン可能です。
トヨタ車専用。適合車種はHPをご確認ください。

HDMIミラーリングでスマホの映像も
大画面で楽しめます。

車両を運転中にドライバーがビデオを見るのは重大な交通事故につながり得る危険
な行為ですので、絶対にやめましょう。本機は走行中に映像を見ることができません。

標準小売価格 ￥10,120（税込）

指紋や汚れをつきにくくし、高画質をキープ

ディスプレイオーディオ専用ビルトインUSB/HDMI接続ユニット

標準小売価格 ￥15,290（税込）

KTX-G601R

標準小売価格 ￥9,570（税込）

ヴォクシー/エスクァイア/ノア
（80系）
専用
トヨタ用純正ステアリングリモートコントロールキット

KTX-Y401R

標準小売価格 ￥8,910
（税込）

汎用電源ケーブル

KCE-GPH16

標準小売価格 ￥2,420（税込）※本製品は「KCE-X088」
と同一の製品です。

※HCE-C20HD/C25HD/CS20HDシリーズは接続できません。※カメラをはじめとしたアクセサリー製品の適合や接続に関しての詳細はアルパインホームページをご覧ください。

●HDMI、
High-Definition Multimedia Interface、
およびHDMIロゴ は、
米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、
登録商標です。
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Digital Mirror［デジタルミラー］

D-MIRROR

純正ミラー交換タイプ・ 洗練されたデザイン

特 長
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車種専用デジタルミラー

純正ミラー交換タイプ。しっかり固定とスッキリ装着を実現

■

ミラーは車種専用のアームでしっかり固定。
振動による見にくさを防ぐとともに洗練された
デザインで、
室内をグレードアップします。

［● REC］明るく見やすく、前後方を確実に録画。

■ 車種専用取付けキット同梱モデル

ドライブレコーダー搭載 11.1型 デジタルミラー

ハイエース
（200系 6型）専用

PKG-M01R-HI-200-6
標準小売価格

ドライブレコーダー搭載
11.1型 デジタルミラー

DMR-M01R

ハイエース ワイドボディ
（200系 6型）専用 ハイエース/レジアスエース
（200系 4・5型）専用

PKG-M01R-HIW-200-6

NEW

￥76,010（税込）

標準小売価格

￥76,010（税込）

標準小売価格

PKG-M01R-LP-150
標準小売価格

アルファード/ヴェルファイア
（30系）専用

アルファード/ヴェルファイア
（20系）専用

PKG-M01R-AV-30

NEW

￥76,010（税込）

標準小売価格

PKG-M01R-AV-20

￥76,010（税込）

標準小売価格

車種専用
リアカメラ
カバー

PKG-M01R-HIW-200

￥76,010（税込）

標準小売価格

ランドクルーザープラド
（150系）専用

＋

ハイエース/レジアスエース ワイドボディ/
ミドルルーフ・ハイルーフ
（200系 4・5型）専用

PKG-M01R-HI-200

NEW

車種専用
取付け
アーム

＋

ドライブレコーダー搭載モデルのフロントカメラは
車種ごとの最適な場所に取付けが可能です。
（DMR-M01Rに搭載）

アルパインホームページからデータのダウンロードにより
車種専用オープニング画像も表示します。

※2022年7月までに未発表の新型車には適合しません。

特 長

■

カメラ別体型だからミラーの角度を変えても
ドライブレコーダーの記録映像がぶれません。

車種専用カバーでリアカメラを
スマートに取付けできます。

荷物や人がいっぱいでも 後方視界をしっかり確保

02 ■

後部座席の荷物や多人数の乗車に関係なく
リアカメラが後方をしっかり映し出します。

NEW

￥76,010（税込）

ノア/ヴォクシー/エスクァイア
（80系）専用

PKG-M01R-NVE-80

NEW

￥76,010（税込）

標準小売価格

￥76,010（税込）

純正ミラー

デジタルミラー
※イラストはイメージです。

※対応年式やご注意事項はアルパインホームページをご確認ください。※電源をOFFにすると通常ミラーとしてご使用いただけます。

車種専用取付けキット 別売モデル

■

特 長

ドライブレコーダー搭載 11.1型 デジタルミラー
DMR-M01R 標準小売価格 ￥69,080（税込）

※液晶の外形サイズは12型
（11.8インチ）であり、液晶の
アクティブエリアが11.1インチ
となります。

※取付けには車種専用取付けキットが必要です。
「本体＋取付けキット」
をご購入ください。
液 晶
11.1型

広視野角

FULL HD

上下左右
160°

（アクティブエリア）

1920 × 440p

オートディマー

カメラ
自動防眩

タッチパネル

FULL HD

200

万
画素

広視野角
フロント：160°
リア：135°

HDR

03 ■

常時録画

駐車録画

手動録画

衝撃録画

LED信号機
対応

Gセンサー
搭載

地デジノイズ
対策済

32GB
microSD付属

SDカード
フォーマットフリー

GPSアンテナ
付属

■

液 晶
11.1型

広視野角

FULL HD

上下左右
160°

（アクティブエリア）

1920 × 440p

オートディマー

カメラ
自動防眩

タッチパネル

FULL HD

200

広視野角
リア：135°

万
画素

HDR

その他機能
スタービス

LED信号機
対応

地デジノイズ
対策済

GPSアンテナ
付属

※取付けには車種専用取付けキットが必要です。
「本体＋取付けキット」
をご購入ください。
※電源をOFFにすると通常ミラーとしてご使用いただけます。

車種専用取付けキット

※詳細な対応年式はアルパインホームページをご覧ください。

取付けアーム＋リアカメラカバー
ハイエース
（200系 6型）専用

KTX-M01-HI-200-6C

取付けアームのみ

NEW

標準小売価格

KTX-M01-HIW-200-6

NEW

アルファード/ヴェルファイア（30系）専用

KTX-M01-AV-30

KTX-M01-HI-200

アルファード/ヴェルファイア（20系）専用

KTX-M01-AV-20

NEW

KTX-M01-HIW-200
KTX-M01-NV-90

NEW

「STARVIS」
と、
「HDR＋防眩機能」搭載カメラで
人や障害物を夜間でも見やすく、
高精細に映し出します。
HDR + STARVIS なし

カローラツーリング（210系）専用 エスティマ（50系）専用

エスティマ（50系）専用

アクア
（NHP系）専用

ノア/ヴォクシー（70系）専用 ヴィッツ
（130系）専用

エルグランド（E52系）専用

セレナ/セレナe-POWER（C27系）専用 ekワゴン/ekクロス（30系）、デイズ（40系）専用 デリカD:5専用

アウトランダー（GN系）専用 オデッセイ
（RC系）専用

ヴェゼル（RU系）専用

フリード
（3/4系）専用

フォレスター（SJ系）専用

KTX-M01-CT-210

KTX-M01-ES-50-E KTX-M01-ES-50-L KTX-M01-AQ-NHP KTX-M01-NV-70

KTX-M01-RV4-50 KTX-M01-PRA-40 KTX-M01-HL-125

KTX-M01-EK-30

フリード
（5/6系）専用

KTX-M01-FR-56

￥6,600（税込） NEW

※STARVISは、
ソニー株式会社の商標です。

￥4,180

ハイラックス
（125系）専用 ヤリスクロス
（10系）専用 ヤリス
（10系）専用

CX-5（KF系）専用

KTX-M01-D5-1-E KTX-M01-OU-GN

CX-8（KG系）専用

KTX-M01-CX5-KF KTX-M01-CX8-KG KTX-M01-FO-SJ

ジムニー（JB64）/ジムニー シエラ
（JB74）専用

KTX-M01-JI-64

ハスラー（MR52S/MR92S）専用

KTX-M01-HS-92

KTX-M01-YSC-10 KTX-M01-YS-10
KTX-M01-VI-130

KTX-M01-EL-52

KTX-M01-OD-RC KTX-M01-VZ-RU

XV（GT系）専用

KTX-M01-XV-GT

特 長

ドライブレコーダー搭載

05 ■

3

常時録画

前 方

後 方

スペーシア/スペーシア カスタム/スペーシア ギア（MK53S）専用

※画像はイメージです。

駐車録画

■

衝撃録画

手動録画

走行中の常時録画だけでなく、
車両接触による
衝撃なども検知して別ファイルに録画データを
保存します。

!

KTX-M01-SP-53

※別売品なしで利用可能です。

ハイエース／レジアスエース専用 バックモニター内蔵自動防眩ミラー用 映像取り出しケーブル
標準小売価格

※DMR-M01R

駐車録画を標準装備。夜間でも衝撃を感知すると、
その前後の映像を別ファイルに録画します。

デジタルミラー用 オプション製品
NEW

HDR + STARVIS あり

KTX-M01-NVE-80

プリウスα
（40系）専用

KWX-Y400HI-NR

■

広視野角カメラを装備。
前後の映像を広範囲に映し出します。

ノア/ヴォクシー/エスクァイア（80系）専用

RAV4（50系）専用

標準小売価格

昼も夜も美しい映像の高精細カメラ

04 ■

（税込） NEW

KTX-M01-HA-60

取付けアームのみ

※画像はイメージです。

NEW

ノア/ヴォクシー（90系）専用

KTX-M01-HI-200-6

KTX-M01-FR-34

特 長

￥10,120（税込）

ハイエース
（200系 6型）専用 ハリアー（60系）専用

KTX-M01-SE-27

プライバシーガラスやスモークフィルム施工車に対応。
ガラスの色に応じてリアカメラの明るさを設定できます。

ハイエース ワイドボディ
（200系 6型）専用 ハイエース/レジアスエース（200系 4・5型）専用 ハイエース/レジアスエース ワイドボディ/ミドルルーフ・ハイルーフ（200系 4・5型）専用
NEW

ランドクルーザープラド（150系）専用

KTX-M01-LP-150

標準小売価格

■

大画面のハイスペック液晶が
後方をはっきりと映し出します。

※画像はイメージです。

※何らかの原因で製品への電源供給が絶たれた場合でも正常に映像を保存します。 ※製品本体の状態によっては正常に保存されない場合があります。
※電源をOFFにすると通常ミラーとしてご使用いただけます。

11.1型 デジタルミラー
DME-M01 標準小売価格 ￥57,530（税込）

※液晶の外形サイズは12型（11.8インチ）
であり、液晶のアクティブエリアが11.1インチとなります。

対応年式等の詳細は
ホームページへ

ドラレコ／その他機能
スタービス

11.1型 大画面 フルHD液晶

￥5,940（税込）

ハイエース／レジアスエース専用 バックモニター内蔵自動防眩ミラー用 映像RCA変換ユニット

KWX-Y410HI-G

NEW

標準小売価格

￥17,820（税込）

ご購入前に必ずご確認ください
※STARVISは、
ソニー株式会社の商標です。

※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、
別売の車種専用取付けキットが必要になります。※車種ごとのご注意事項については、
アルパインホームページの
各製品ページをご確認ください。※アルパインのデジタルミラー取付け後は、
純正ミラー内蔵機能はご利用いただけません。

4

Car Navigation［カーナビゲーション］

NAVI

その感動は、進化し続ける。
特 長

01
■

特 長

04

アルパインの「ビッグX」は車種専用設計。

車種専用のデザインで
愛車のインパネに美しく装着。

■

車種ごとのサウンドチューニングで
極上の音響空間を実現。

■

カメラのガイド線も
車種専用だから駐車も安心。

■

多彩なメディア対応、
しかも高画質・高音質。

映像も、音楽も。HDMI接続で
多彩なメディアに対応。

■

■

車内で美しい映像を楽しめる
WXGA液晶を搭載。

ハイレゾ音源にも対応し、
臨場感あふれる音場を実現。

WXGA液晶

従来のWVGA液晶
従来比

2.4倍
パラメトリックEQ

800×480p

タイムコレクション

バックビューカメラ

特 長

02

■

●HDMI、
High-Definition Multimedia Interface、
およびHDMIロゴ は、
米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、
登録商標です。
●この製品は日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠しています。
ハイレゾロゴは日本オーディオ協会の登録商標です。●SDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。

特 長

05

高性能で使いやすい、先進のナビ機能。

曲がり道までの信号の数を
音声案内する、
「カウントダウンガイダンス」を採用。

■

「アクティブルートサーチ」や
「クィックお気に入り周辺検索」など
独自のナビ機能が充実。

1280×720p

■

サービスエリア・
パーキングエリア施設の
アイコンを詳細化。

3コ目の信号を
左です。

■

スマートフォン連携の強化で、
カーナビがより快適に。

「ビッグX」の機能を使いながら
Amazon Alexaも使える！

■

■

iPhone、
AndroidTMのアプリを
クルマで使いやすく！

便利なアルパインカーナビ専用アプリ
「BIG X CONNECT」
も。

アルパイン独自の音声操作「ボイスタッチ」に加え、

いつものアプリを、大画面ディスプレイで。音楽再生、

Amazon Alexaの音声認識も使えるように。
「アレクサ」

ルート検索、
メッセージの送受信などをタップ操作や

専用アプリ
「BIG X CONNECT」で、地図データを
簡単に更新可能です。
また、
目的地周辺のおすすめ

と話しかけるだけで、音楽の再生、天気のチェック

音声操作で快適に使えます。

スポット情報などもお届けします。

など、
さらにさまざまなことができるようになりました。
※専用アプリ
「BIG X CONNECT」
との連携が必要です。

クイックお気に入り周辺検索

●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。●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。●Google、
Android、
Google Play、
Android Auto、
およびその他のマークは Google LLC の商標です。ALPS ALPINE CO.,LTD.は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
その他の商標および登録商標は、
それぞれの所有者
の商標および登録商標です。

特 長

03
■

声で操作できるボイスタッチで安心ドライブ。

ナビの目的地設定や周辺検索が、
一切手を使わず声だけで完了。
近くのコンビニ

5

■

すれ違い時など、
サイドカメラ映像を
声で呼び出せるから安心。

■

認識・操作ワードは51種類。
声で主要な操作ができて便利。

特 長

06

■

システムアップで、愛車をさらに特別に。

ドライブレコーダー搭載モデルも
ラインアップ

デジタルミラー

■

前後方2カメラ同時録画で
万が一の時に備える

ドライブレコーダー

■

リア・フロント
・サイドの
死角を映す

カメラ

■

専用取付けキットで
美しく装着できる

モニター

■

ハイレゾ音源対応の
高品位サウンド

スピーカー

6

Car Navigation［車種専用カーナビゲーション］

NAVI

カーナビと取付けキットをセットにした車種専用ワンパッケージモデル

11型

※2022年7月までに未発表の新型車には適合しません。

11型

NEW

NEW

TOYOTA ハイエース/レジアスエース専用ナビ フローティング ビッグX 11
ドライブレコーダーパッケージ

XF11NX2-HI-200-NR-DR

11型

オープン価格

ハイエース
（2013（H25）/12～現在）
、
レジアスエース
（2013（H25）/12～2020（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
（2013（H25）/12～2020（R2）/4）
※ナビゲーションとドライブレコーダー
（DVR-C320R）
とのセットです。
※メーカーオプションバックカメラ装着車用 ※メーカーオプションの「パノラミックビューモニター」、
「デジタルインナーミラー」装着車は
ナビゲーション画面に純正カメラ映像を映すことができません。

TOYOTA アルファード/ヴェルファイア専用ナビ ビッグX 11

EX11NX2-AV-30

11型

意匠登録済 オープン価格

+

※専用ビルトインカーアロマ付属
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
（2015
（H27）
/1～2019
（R1）
/12）

アルパインカーナビ連携・
2カメラドライブレコーダー

ハイエース/レジアスエース
（バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー付車）
バックミラーモニター映像分配キット

DVR-C320R（リア+フロント）

10型

HCE-C02M-HI

標準小売価格

￥10,780（税込）

※対応年式：ハイエース
（2013（H25）/12～現在）
、
レジアスエース（2013（H25）/12～2020（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
（2013（H25）/12～2020（R2）/4）

NEW

TOYOTA 20系アルファード/ヴェルファイア専用ナビ ビッグX（2008（H20）/5～2015（H27）/1）

EX10NX2-AV-20

10型

意匠登録済 オープン価格

TOYOTA 20系アルファード ハイブリッド/
ヴェルファイア ハイブリッド専用ナビ ビッグX（2011（H23）/11～2015（H27）/1）

EX10NX2-AVH-20

10型

意匠登録済 オープン価格

TOYOTA 20系アルファード/ヴェルファイア リプレイスセット（2008（H20）/5～2011（H23）/11）

PKG-R-EX10NX2-AV-20

10型

意匠登録済 オープン価格

※20系 メーカーオプションナビ付車専用 ※11スピーカー車に対応。18スピーカー車には対応しません。
※マルチビューバックカメラ付属：ブラック

TOYOTA ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用ナビ ビッグX 11

EX11NX2-NVE-80

11型

意匠登録済 オープン価格

ヴォクシー
（2014（H26）/1～2021（R3）/12）、
ヴォクシーZS（2014（H26）/１～2021（R3）/12）、
ヴォクシー特別仕様
車ZS"煌"（2014（H26）/11～2021（R3）/12）、
ヴォクシー ハイブリッド
（2014（H26）/2～2021（R3）/12）、
ノア
（2014
（H26）/1～2021（R3）/12）
、
ノアSi（2014（H26）/1～2021（R3）/12）
、
ノア ハイブリッド
（2014（H26）/2～2021（R3）
/12）
、
エスクァイア/エスクァイア ハイブリッド
（2014
（H26）
/10～2021
（R3）
/12）

ドライブレコーダー/バックカメラパッケージ

EX11NX2-NVE-80-C2-DR

TOYOTA 20系アルファード/ヴェルファイア リプレイスセット（2008（H20）/5～2011（H23）/11）

NISSAN セレナ/セレナ ハイウェイスター専用ナビ ビッグX 11

EX11NX2-SE-27-L-AM

11型

PKG-R-EX10NX2-AV-20-W

意匠登録済 オープン価格

画像はEX10NX2-AV-20

セレナ/セレナ ハイウェイスター/セレナ e-POWER/セレナe-POWER ハイウェイスター
（2019（R1）/8～現在）

10型

意匠登録済 オープン価格

※20系 メーカーオプションナビ付車専用 ※11スピーカー車に対応。18スピーカー車には対応しません。
※マルチビューバックカメラ付属：ホワイト

※インテリジェントアラウンドビューモニター装着車対応
※日産オリジナルナビ取付けパッケージ付車対応
※日産オリジナルナビ取付けパッケージ無し車の場合は別売のフィルムアンテナ
（KAE-700DT）が必要になります。
※「アラウンドビューモニター」は日産自動車株式会社の登録商標です。

ドライブレコーダーパッケージ

オープン価格

※ナビゲーションとドライブレコーダー
（DVR-C320R）、
マルチビューバックカメラ
（HCE-C20HD-RD-NVE）
との
セットです。※KCE-250iVが付属します。

EX11NX2-SE-27-L-AM-DR

オープン価格

※ナビゲーションとドライブレコーダー
（DVR-C320R）
とのセットです。※KCE-250iVが付属します。

+

+

+

TOYOTA

ハリアー/ハリアー ターボ/ハリアー ハイブリッド専用ナビ ビッグX

（2017（H29）/6〜2020（R2）/6）

アルパインカーナビ連携・
2カメラドライブレコーダー

DVR-C320R（リア+フロント）

車種専用マルチビュー・
バックカメラパッケージ

EX10NX2-HA-60-L

アルパインカーナビ連携・
2カメラドライブレコーダー

HCE-C20HD-RD-NVE（ブラック）

NISSAN エクストレイル専用ナビ ビッグX

10型

意匠登録済 オープン価格

エクストレイル/エクストレイル ハイブリッド
（2017（H29）/6〜現在）

EX11NX2-SE-27-E-AM

11型

意匠登録済 オープン価格

セレナ/セレナ ハイウェイスター
（2016（H28）/8～2019（R1）/7）
、
セレナ e-Power/セレナ e-powerハイウェイスター
（2018（H30）/3～2019（R1）/7）
※インテリジェントアラウンドビューモニター装着車対応
※純正アンテナ無し車は別売のアンテナKAE-700DTが必要です。
※「アラウンドビューモニター」は日産自動車株式会社の登録商標です。

7

意匠登録済 オープン価格

DVR-C320R（リア+フロント）

EX10NX2-XT-32-AM

NISSAN セレナ/セレナ ハイウェイスター専用ナビ ビッグX 11

10型

※専用カーアロマ
（ボトルタイプ）付属

MITSUBISHI デリカD:5専用ナビ ビッグX 11（2019（H31）/2〜現在）

EX11NX2-D5-1-AR

11型

オープン価格

※インテリジェントアラウンドビューモニター装着車対応
※日産オリジナルナビ取付けパッケージ付車対応
※日産オリジナルナビ取付けパッケージ無し車の場合は別売のフィルムアンテナ
（KAE-700DT）
が必要になります。

HONDA ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ専用ナビ ビッグX（2015（H27）/4〜現在）

EX10NX2-ST-RP

10型

意匠登録済 オープン価格

※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、
HCE-C03VC（別売）使用により純正リアワイドカメラを接続できま
す。
（アルパインカーナビのタッチ操作でパノラマ/トップ/バックビュー切替えができます）

※マルチアラウンドモニター対応

詳細な対応車種と年式についてはアルパインホームページをご覧ください。

NAVI-FIT

※車両の適合確認は2022年1月時点のものです。

8

Car Navigation［カーナビゲーション］

NAVI

別売の「車種専用取付けキット
（パーフェクトフィット）」で装着する、カーナビ本体モデル

11型

9型

NEW

カーナビ本体

+

取付けキット

または、 カーナビ本体

+

フローティング ビッグX 11

XF11NX2

11型

KTX-XF11-ES-50-L
￥17,820（税込）

TOYOTA シエンタ/アクア専用

KTX-XF11-SI-170-NR

+

標準小売価格

￥5,940（税込）

エスティマ/エスティマ ハイブリッド
（2016（H28）/6～ シエンタ/シエンタ ハイブリッド
（2015（H27）/7～2021
（R3）
/5）
、
アクア
（2014
（H26）
/12～2021
（R3）
/7）
2019（R1）/10）
※ナビレディパッケージ装着車用
※パノラミックビューモニター装着車には対応しません。

TOYOTA ハイエース/レジアスエース専用

KTX-XF11-HI-200-NR
標準小売価格

ハイエース
（2013（H25）/12～現在）、
レジアスエース
（2013（H25）/12～2020（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
（2013（H25）/12～
2020
（R2）
/4）

標準小売価格

￥5,940（税込）

※全車標準装備の純正バックカメラ装着車用

※メーカーオプションバックカメラ装着車用
※メーカーオプションの「パノラミックビューモニター」、
「デジタ
ルインナーミラー」装着車はナビゲーション画面に純正カメラ
映像を映すことができません。
※2020（R2）/5以降のワイドボディ車には対応しません。

TOYOTA プリウス専用

（2015（H27）/12～2021（R3）/5）

KTX-XF11-PR-50-NR
標準小売価格

￥17,820（税込）

TOYOTA ランドクルーザー プラド専用

（2017
（H29）
/9～現在）

KTX-XF11-LP-150-L
標準小売価格

※ナビレディパッケージ装着車用
※パノラミックビューモニター装着車には対応しません。

￥5,940（税込）

ハイエース/レジアスエース（バックモニター
内蔵自動防眩インナーミラー付車）バックミ
ラーモニター映像分配キット

HCE-C02M-HI 標準小売価格 ￥10,780（税込）

※対応年式：ハイエース
（2013（H25）/12～現在）、
レジ
アスエース
（2013（H25）/12～2020（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
（2013（H25）
/12～2020（R2）/4）

取付けキット

または、 カーナビ本体

取付けキット

KTX-X9-AV-30
標準小売価格

￥5,940（税込）

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
（2015（ H27）/1～2019
（R1）/12）

標準小売価格

￥17,820（税込）

エクストレイル/エクストレイル ハイブリッド
（2013（H25）
/12～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

KTX-XF11-CV-26-AM
標準小売価格

￥17,820（税込）

※インテリジェントアラウンドビューモニター装着車用
※ワイド幅ボディには対応しません。

HONDA ヴェゼル専用

￥5,940（税込）

標準小売価格

TOYOTA ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用

KTX-X9-NVE-80
標準小売価格

※メーカーオプションバックカメラ装着車用

TOYOTA タンク/ルーミー
（MC前）
専用

￥5,940（税込）

TOYOTA ルーミー
（MC後）専用

（2020（R2）/9〜現在）

KTX-X9-RO-900-L-NR
標準小売価格

標準小売価格

￥17,820（税込）

（2018
（H30）
/3〜現在）

KTX-XF11-EC-1

アウトランダー/アウトランダーPHEV（2019（ R1）
/9～
標準小売価格 ￥5,940（税込）
2021年（R3）/12）

標準小売価格

KTX-XF11-D5-1-L-AM

標準小売価格

※マルチアラウンドモニター対応

標準小売価格

￥9,570（税込）

（2017（H29）/6〜2020（R2）/6）

KTX-X9-HA-60-L
￥5,940

（税込）

※ナビレディパッケージ装着車用
※パノラミックビューモニター装着車には対応しません。

TOYOTA ランドクルーザー プラド専用

TOYOTA C-HR専用

KTX-X9-LP-150-L

標準小売価格

TOYOTA プリウス専用

（2015（H27）/12〜2021（R3）/5）

KTX-X9-PR-50-NR
標準小売価格

￥5,940（税込）

※パノラミックビューモニター装着車には対応しません。

￥17,820（税込）

SUZUKI ハスラー専用（2020（R2）/1～現在）

￥17,820（税込）

KTX-X9-CM-70

※ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車用

MITSUBISHI デリカD:5専用

標準小売価格

￥5,940（税込）

TOYOTA

ハリアー/ハリアー ハイブリッド専用

標準小売価格

￥9,570（税込）

（2017（H29）/9～現在）
標準小売価格

※ナビレディパッケージ対応
※パノラミックビューには対応しません。

（2019
（H31）
/2〜現在）

￥5,940（税込）

KTX-XF11-NB-34-NR

ヴェゼル/ヴェゼル ハイブリッド
（2013
（H25）
/12～2021
（R3）
/4）

標準小売価格

KTX-XF11-OU-78-L-AM

標準小売価格

ヴォクシー/ヴォクシーZS（2014（H26）/1～2021（R3） エスティマ/エスティマ ハイブリッド
（2016
（H28）
/6～
/12）、
ヴォクシー特別仕様車ZS
“煌”
（2014（H26）/11
2019
（R1）
/10）
～2021（R3）/12）、
ノア/ノアSi（2014（H26）/1～2021
（R3）/12）、
ヴォクシー ハイブリッド/ノア ハイブリッド
（2014（H26）/2～2021（R3）/12）、
エスクァイア/エス
クァイア ハイブリッド
（2014
（H26）
/10～2021
（R3）
/12）

TOYOTA カムリ専用

（2017（H29）/7～2019（R1）/9）

（2017
（H29）
/9～現在）

KTX-X9-RZ-200-NR

MITSUBISHI

KTX-X9-ES-50-L

￥5,940（税込）

TOYOTA ライズ専用

エクリプス クロス専用

￥9,570（税込）

TOYOTA エスティマ専用

C-HR/C-HR ハイブリッド
（2016
（H28）
/12～2019
（R1）
/10）

（2019（R1）/11〜2021（R3）/10）

MITSUBISHI アウトランダー専用

9型

HONDA N-BOX/N-BOXカスタム専用

KTX-XF11-VZ-RU
標準小売価格

X9NX2

KTX-XF11-CH-1050-NR

※ナビレディパッケージ装着車用 ※パノラミックビューモニ
ター装着車は「パノラミックビューモニター変換キット
（別売）
HCE-V02AR-TR-PM」
をご使用ください。

NISSAN NV350キャラバン専用

オープン価格

TOYOTA C-HR専用

（2016（H28）/11〜2020（R2）/9）

（2017
（H29）
/7～2021
（R3）
/10）

ビッグX 9型

※写真はカーナビ本体と車種専用取付けキット
（パーフェクトフィット）
を使用した装着例となります。

TOYOTA アルファード/ヴェルファイア専用

標準小売価格

KTX-XF11-XT-32-AM

カーナビ本体

電源ケーブル で取付けできます。

9型ビッグX用
【車種専用取付けキット
（パーフェクトフィット）】

KTX-X9-TR-900-E-NR

NISSAN エクストレイル専用

+

TOYOTA ハイラックス専用

（2017
（H29）
/9～現在）

KTX-XF11-HL-125-NR

￥5,940（税込）

+

※車種専用の取付けキットで、美しく装着できます。
以下にない車種の場合、別売の電源ケーブル：KCE-GPH16 標準小売価格￥2,420（税込）
が必要となります。

オープン価格

※写真はカーナビ本体と車種専用取付けキット
（パーフェクトフィット）
を使用した装着例となります。

TOYOTA エスティマ専用

NEW

カーナビ本体

フローティング ビッグX 11用
【車種専用取付けキット
（パーフェクトフィット）】

取付けキット

標準小売価格

カーナビ本体

電源ケーブル で取付けできます。

※車種専用の取付けキットで、美しく装着できます。
以下にない車種の場合、別売の電源ケーブル：KCE-GPH16 標準小売価格￥2,420（税込）
が必要となります。

+

※2022年7月までに未発表の新型車には適合しません。

￥17,820（税込）

KTX-X9-CH-1050-NR
￥17,820（税込）

TOYOTA RAV4専用

KTX-X9-RV4-50-NR
標準小売価格

￥5,940（税込）

C-HR/C-HR ハイブリッド
（2016
（H28）
/12～2019
（R1）
/10） RAV4/RAV4 ハイブリッド
（2019（H31）/4～現在）
※メーカーオプションバックカメラ装着車用

※メーカーオプションバックカメラ装着車用

KTX-XF11-HS-92
￥9,570（税込）

※メーカーオプションの全方位モニター用カメラ付車には対
応しません。

※マルチアラウンドモニター対応

MAZDA CX-5専用（2017（H29）/2〜2020（R2）/11）

KTX-XF11-CX5-KF
標準小売価格

￥59,400（税込）※マニュアル車を除く。

MAZDA CX-5（Bose®サウンドシステム装着車）専用

（2017
（H29）
/2〜2020
（R2）
/11）

KTX-XF11-CX5-KF-BS
標準小売価格

+
9

電源ケーブル

￥59,400（税込）※マニュアル車を除く。

■取付けキットを使わずビッグX（単品モデル）
を装着する際は、
別売の電源ケーブルが必要となります。

MAZDA CX-8専用（2017（H29）/12〜2020（R2）/11）

KTX-XF11-CX8-KG
標準小売価格

￥59,400（税込）※マニュアル車を除く。

MAZDA CX-8（Bose®サウンドシステム装着車）専用

（2017
（H29）
/12〜2020
（R2）
/11）

KTX-XF11-CX8-KG-BS
標準小売価格

汎用電源ケーブル

￥59,400（税込）※マニュアル車を除く。

KCE-GPH16

￥2,420

標準小売価格
（税込）
※本製品は「KCE-X088」
と同一の製品です。

NISSAN セレナ e-POWER専用

（2018（H30）/3〜2019（R1）/7）

NISSAN ノート/ノート e-POWER専用

（2016（H28）/11～2020（R2）/12）

SUZUKI ジムニー/ジムニー シエラ専用

（2018
（H30）
/7～現在）

SUBARU レガシィ アウトバック専用

（2014（H26）/10～2017（H29）/10）

KTX-X9-SEE-27-E-AM

KTX-X9-NT-12-AM

KTX-X9-JI-64

KTX-X9-OUT-9

標準小売価格

標準小売価格

標準小売価格

標準小売価格

￥29,700（税込）

※インテリジェントアラウンドビューモニター装着車用
※ガソリン車には対応しません。

￥29,700（税込）

※インテリジェントアラウンドビューモニター装着車用
※オートエアコン装備車のみ対応

詳細な対応車種と年式についてはアルパインホームページをご覧ください。

￥9,570（税込）

￥5,940（税込）

NAVI-FIT

※「アラウンドビューモニター」は日産自動車株式会社の登録商標です。※車両の適合確認は2022年1月時点のものです。
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NAVI

別売の「車種専用取付けキット
（パーフェクトフィット）」で装着する、カーナビ本体モデル
※2022年7月までに未発表の新型車には適合しません。

8型
+

取付けキット

または、 カーナビ本体

+

カーナビ/ディスプレイオーディオ連携も、
LCD搭載も、
スマホ連携も。
選べる、
２カメラドライブレコーダー。

カーナビ本体

電源ケーブル で取付けできます。

ビッグX 8型

※車種専用の取付けキットで、美しく装着できます。
以下にない車種の場合、別売の電源ケーブル：KCE-GPH16 標準小売価格￥2,420（税込）
が必要となります。

取付けキット

オープン価格

X8NX2

8型

特 長

01

8型ビッグX用
【車種専用取付けキット
（パーフェクトフィット）】
※写真はカーナビ本体と車種専用取付けキット
（パーフェクトフィット）
を使用した装着例となります。

TOYOTA アルファード/ヴェルファイア専用

HONDA ヴェゼル専用

KTX-X8-AV-30
標準小売価格

KTX-X8-VZ-RU

￥5,940（税込）

標準小売価格
（税込）

￥17,820

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
（2015
（H27）
/1～2019
（R1）
/12）

TOYOTA ハイエース専用

KTX-X8-HI-200-NR

標準小売価格

￥17,820（税込）

画像はX8NX2＋KTX-X8-HIW-200-NR

KTX-X8-HIW-200-NR

￥29,700（税込）

7型ワイド
カーナビ本体

+

7WNX2
取付けキット

※Beats Audioプレミアムサウンド装着車
は一部機能に制限があります。

TOYOTA ハイエース
（スーパーGL）
専用

標準小売価格

+

￥17,820（税込）

特 長

02

電源ケーブル で取付けできます。

7型ワイド
オープン価格

7WNX2

7型

※写真はカーナビ本体と車種専用取付けキット
（パーフェクトフィット）
を使用した装着例となります。

特 長

03
KTX-7W-NVE-80
標準小売価格

￥5,940（税込）

ヴォクシー/ヴォクシーZS（2014（ H26）/1
～2021（ R3）/12）、
ヴォクシー特別仕様
車ZS
“煌”
（2014（H26）/11～2021（R3）
/12）、
ノア/ノアSi（2014（H26）/1～2021
（R3）/12）、
ヴォクシー ハイブリッド/ノア
ハイブリッド
（2014（ H26）/2～2021（ R3）
/12）
、
エスクァイア/エスクァイア ハイブリッド
（2014
（H26）
/10～2021
（R3）
/12）

TOYOTA

シエンタ/アクア専用

KTX-7W-SI-170-NR
標準小売価格

￥5,940（税込）

シエンタ/シエンタ ハイブリッド（ 2 0 1 5
（H27）/7～2021（ R3）/5）、
アクア
（2014
（H26）
/12～2021
（R3）
/7）
※ナビレディパッケージ装着車用
※パノラミックビューモニター装着車には対応
しません。

TOYOTA

タンク/ルーミー
（MC前）
専用
（2016
（H28）
/11〜2020
（R2）
/9）

TOYOTA

ルーミー
（MC後）
専用

（2020
（R2）
/9〜現在）

￥9,570（税込）

※ナビレディパッケージ装着車用
※パノラミックビューモニター装着車は「パノラ
ミックビューモニター変換キット
（別売）HCEV02AR-TR-PM」
をご使用ください。

標準小売価格

￥9,570（税込）

※ナビレディパッケージ装着車用
※パノラミックビューモニター装着車には対応
しません。

（2017（H29）/6〜2020（R2）/6）

KTX-7W-HA-60-L
標準小売価格

7型

￥5,940（税込）

TOYOTA プリウス専用

（2015
（H27）
/12〜2021
（R3）
/5）

■“後方車両検知”

KTX-7W-PR-50-NR
標準小売価格

￥9,570（税込）

※パノラミックビューモニター装着車には対応
しません。

7DNX2

TOYOTA

（2009
（H21）
/9～現在）

KTX-7W-LP-150
標準小売価格

￥5,940（税込）

後⽅からの接近⾞両を検知し、
画面と音でドラ

昼夜を問わず、⾞両周辺の不審な動きや衝撃
を検知。
⾃動で録画を開始。

!

TOYOTA C-HR専用

￥5,940（税込）

C-HR/C-HR ハイブリッド
（2016
（H28）
/12
～2019
（R1）
/10）

信号待ちなどの停⾞中に、
前方⾞両の発進を検

!

知し、
画面と音でお知らせ。前方接近の注意はド

!

ラレコ本体から音で
お知らせ。
※前方発進検知と前方接近
検知はDVR-C320R/DVRC370Rが対応します。

昼も夜もキレイに撮れる⾼画質カメラ
■ スーパーナイトビジョン搭載

TOYOTA

フロント/リアカメラはフルHDの高画質。道路

より広い範囲を撮影範囲とする広視野⾓カメ

フロントカメラにはスーパーナイトビジョンを搭載。

KTX-7W-HI-200-NR

状況や車両を鮮明に録画。

ラを採⽤。

夜間⾛⾏時でも対象⾞両をくっきりと映し出す。

※フロント/リアカメラのフルHDはDVR-C320R/DVR-C370Rとなります。

※DVR-C320R装着時。

※スーパーナイトビジョンはDVR-C320R/DVR-C370Rの対応となります。

標準小売価格

￥5,940（税込）

ハイエース
（2013（H25）/12～現在）
、
レジ
アスエース
（2013（H25）/12～2020（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
（2013（ H25）/12～
2020
（R2）
/4）

タント/タント カスタム専用

（2013
（H25）
/10〜2019
（R1）/7）

対角 160°／水平 112°

万一の際はナビ画面でも映像確認。
タッチパネルLCD搭載モデル。

記録映像をスマホ画面で確認。
高機能ベーシックモデル。

LCD面

KTX-7W-TN-600-NR
標準小売価格

※メーカーオプションバックカメラ装着車用

￥5,940（税込）

アルパインカーナビ連携・2カメラドライブレコーダー

NEW

DVR-C320R（リア+フロント）標準小売価格 ￥45,100（税込）

7型
（カーナビ本体）7DNX2

7型

■フルHD高画質
（フロント/リア） ■後方車両検知
■前方発進/接近検知・車線逸脱検知 ■駐車監視録画対応
■スマホ連携機能 ■32GB micro SD付属

オープン価格

※スマホ対応の専用ビューアーにより、
録画をお手持ちのスマートフォンで確認で
きます。

NAVI-FIT

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）/
ディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/DA7Z）対応

アルパインカーナビ連携・2カメラドライブレコーダー
（LCDディスプレイ付き）

DVR-C370R（リア+フロント）標準小売価格 ￥45,100（税込）
■フルHD高画質
（フロント/リア） ■LCDディスプレイ搭載
■前方発進/接近検知・車線逸脱検知 ■駐車監視録画対応
■32GB micro SD付属

※2020年モデル以降アルパインカーナビ
（NX/NX2シリーズ）
との接続には別売のKCE-250iVが必要になります

2カメラドライブレコーダー

DVR-C310R（リア+フロント）
標準小売価格

￥37,180（税込）

■フルHD高画質
（フロント） ■駐車監視録画対応
■スマホ連携機能 ■32GB micro SD付属
※アルパインカーナビ/ディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/DA7Z）
との連携には対応しません。
※スマホ対応の専用ビューアーにより、
録画をお手持ちのスマートフォンで
確認できます。
※RCA接続には対応しません。独立タイプのドライブレコーダーです。

※後方車両検知は、
車両後方で一定距離/一定時間の接近を検知した場合、
「後方注意」
と判断して画面表示と録画を行います。
※ナビ/ディスプレイオーディオ連携機能は、
2020年製アルパインカーナビゲーション
（NX/NX2シリーズ）以降のモデルとディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/DA7Z）
で対応します。
※車両の適合確認は2022年1月時点のものです。

前⽅⾞両の発進と
前方接近をおしらせ

DAIHATSU

KTX-7W-CH-1050-NR
標準小売価格

■

!

■ 広視野⾓カメラ

※本製品の取付けには市販の取付けキットをご用意ください。
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※アルパインカーナビ/ディスプレイ
オーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/
DA7Z）
との連携は、
DVR-C320R/
DVR-C370Rが対応しています。
※後方車両検知はDVR-C320R
が対応します。

イバーにお知らせ。
また、同

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）/
ディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/DA7Z）対応

詳細な対応車種と年式についてはアルパインホームページをご覧ください。

表⽰と⾳による警告。
⽬と⽿にはっきりと伝達。

■“駐車監視録画”

対角 144°／水平 112°

ランドクルーザー プラド専用

ナビ/ディスプレイオーディオ連携だからできる

前後の異変を検知し、安全をサポート

カーナビ連携で快適な操作と
安心のドライブをサポート。
TOYOTA ハリアー/ハリアー ハイ
ブリッド専用

■

■ フルHD⾼画質

ハイエース専用

KTX-7W-TR-900-E-NR KTX-7W-RO-900-L-NR
標準小売価格

※アルパインカーナビ/ディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/
DA7Z）
との連携は、
DVR-C320R/DVR‐C370Rが対応しています。

※後方車両検知はDVR-C320R
が対応します。
※後方車両検知は、車両後方で
一定距離/一定時間の接近を検
知した場合、
「後方注意」
と判断し
て画面表示と録画を行います。

7型ワイド用
【車種専用取付けキット
（パーフェクトフィット）】

TOYOTA ヴォクシー/ノア/
エスクァイア専用

※アルパインカーナビ/ディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/
DA7Z）
との連携は、
DVR-C320R/DVR-C370Rが対応しています。

時に⾃動録画を開始。

カーナビ本体

※車種専用の取付けキットで、美しく装着できます。
以下にない車種の場合、別売の電源ケーブル：KCE-GPH16 標準小売価格￥2,420（税込）
が必要となります。

取付けキット

録画映像の確認も⼤きく⾒やすい画⾯でしっ
かりと確認可能。

画面へ表示、
ドライブレコーダー本体からは音

NEW

または、 カーナビ本体

画面ですべての設定・操作ができるから、
とて
も便利！ボタンも⼤きく、⾒やすく
・使いやすい。

テロップ表⽰と警告⾳で
しっかりお知らせ

でお知らせ。

標準小売価格

￥17,820（税込）

ハイエース
（2013
（H25）
/12～現在）
、
レジアスエース
（2013
（H25）
/12～2020
（R2）
/4）

KTX-X8-HI-200SGL-NR

“バッチリ確認！”
■ 画⾯で

（2015
（H27）
/9～2018
（H30）
/5）

KTX-X8-REN-14

標準小売価格

“ラクラク操作！”
■ 画⾯で

JEEP レネゲード専用

TOYOTA ハイエース/レジアスエース
（ワイドボディ）
専用

（2013
（H25）
/12～2020
（R2）
/4）

カーナビ/ディスプレイオーディオ連携で操作や確認がカンタンに！

ヴェゼル/ヴェゼル ハイブリッド
（2013
（H25）
/12～2021
（R3）/4）

ハイエース
（2013
（H25）
/12～現在）
、
レジアスエース
（2013
（H25）
/12～2020
（R2）
/4）

+

D-RECORDER

NEW

カーナビ本体

+

Drive Recorder［ドライブレコーダー］
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Camera［カメラ］

CAMERA

※2022年7月までに未発表の新型車には適合しません。

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用

車種専用3カメラセーフティーパッケージ

ボイスタッチ対応

マルチビュー・フロントカメラ

ボイスタッチ対応

マルチビュー・バックカメラ/マルチビュー・フロントカメラ/サイドビューカメラのパッケージです。
マルチビュー・バックカメラ

＋

HCE-C20HD-RD

マルチビュー・フロントカメラ

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用

サイドビューカメラ

＋

HCE-C25HD-FD

インターフェイスBOX

＋

HCE-CS1000

マルチビュー・フロントカメラ ダイレクト接続タイプ

HCE-C25HD-FD

IFB-N200

ヴェルファイア専用
3カメラセーフティーパッケージ
（フロントグリル取付けタイプ）

￥105,820（税込）

標準小売価格

アルファード/ヴェルファイア専用
3カメラセーフティーパッケージ
（ナンバープレート取付けタイプ）

￥105,820（税込）

標準小売価格

￥97,460（税込）

【対応車種】
アルファード/アルファード ハイブ 【対応車種】
ヴェルファイア/ヴェルファイア ハイ 【対応車種】
アルファード/ヴェルファイア
（2018
リッド
（2018（H30）/1～2019（R1）/12）
ブリッド
（2018
（H30）
/1～2019
（R1）
/12）
（H30）
/1〜2019
（R1）
/12）

ヴォクシー専用
3カメラセーフティーパッケージ
（グリル取付けタイプ）

ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用
3カメラセーフティーパッケージ
（ナンバープレート取付けタイプ）

標準小売価格

￥105,820

（税込）

標準小売価格

￥97,460

標準小売価格

PKG-C25HD-FD2-□□ ※□□には下記［ ］の車種専用製品記号が入ります。標準小売価格 ￥33,110（税込）

【対応車種】
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
（2018（H30）/1～2019（R1）/12）…［AL/VE］、
ヴォクシー
（2017（H29）/7～2021（R3）/12）、
ヴォクシー ハイブリッド
（2017（H29）/7～2021（R3）/12）…［VO］、
ハリアー
（2017（H29）/6～2020
（R2）/6）
、
ハリアー ハイブリッド
（2017（H29）/6～2020（R2）/6）…［HA］
、
ランドクルーザー プラド
（2017（H29）/9～現在）…［LP］

（ブラック）

【対応車種】
ヴォクシー
（2017
（H29）
/7～2021
（R3）
/12）
※サイドカメラはマルチビュー・サイドカメラ
（HCE-CS20HD-NVE）
となります。
※助手席側ドアミラーに補助確認装置が装着されている車種には取付け
できません。

パノラマビュー ワイドな視野で、前方全体を見渡せます。

アルパインカーナビ/ディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/DA7Z）専用

マルチビュー・フロントカメラ

￥97,460

（税込）

標準小売価格

アルパインカーナビ/ディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/DA7Z）専用

マルチビュー・フロントカメラ
（トヨタダイレクト接続対応） HCE-C2500FD-Y 標準小売価格 ￥27,610（税込）
■対応車種はアルパインホームページでご確認ください。

コーナービュー

トップビュー

左右の様子をより詳しく確認できます。

クルマの上方から見下ろした映像を表示。

RCA入力カーナビ対応セットもご用意！（電源ユニット、カメラ用スイッチ、RCAケーブル（2m）付属セット）

￥105,820

（税込）

RCA入力カーナビ対応

【対応車種】
ヴォクシー
（2017（ H29）/7〜2021 【対応車種】
ヴォクシー/ノア
（2014（H26）/1～2021（R3）/12）
、
ヴォ 【対応車種】
ハイエース/レジアスエース
（2013
（H25）【対応車種】
ハリアー/ハリアー ハイブリッド/ハリ
（R3）/12）
クシーハイブリッド/ノアハイブリッド
（2014（ H26）/2～2021（ R3） /12～2020
（R2）
/4）
アー ターボ
（2017
（H29）
/6～2020（R2）/6）
/12）
、
エスクァイア/エスクァイアハイブリッド
（2014（H26）/10～2021
（R3）
/12）
※サイドカメラはマルチビュー・サイドカメラ
（HCE-CS20HD-NVE）
となります。
※助手席側ドアミラーに補助確認装置が装着されている車種には取付けできません。

マルチビュー・バックカメラ

ボイスタッチ対応

マルチビュー・フロントカメラ 汎用接続用電源ボックスセット

PKG-C2500F 標準小売価格 ￥33,330（税込）

マルチビュー・サイドカメラ

ボイスタッチ対応

※HCE-CS20HD-NVE/HCE-CS20HD-AVはボイスタッチでビュー切り替えが可能です。
※ドアミラーに補助ミラーやオプションパーツを装着している場合は取付けできません。

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用

※2018年製カーナビ以降のボイスタッチでは声でビュー切り替えが可能です。

ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用マルチビュー・サイドカメラパッケージ

HCE-CS20HD-NVE

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用

車種専用取付けキット
・ダイレクト接続ケーブル付属 ※□□には下記［ ］
の車種専用製品記号が入ります。

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用

【対応車種】
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
（2015（H27）/1～2019（R1）/12）…［AV］
、
ヴォクシー/ノア

（2014（H26）/1～2021（R3）/12）
、
ヴォクシー ハイブリッド/ノア ハイブリッド
（2014（H26）/2～2021（R3）/12）
、
エスクァイア/エスクァイア ハイブリッド
（2014
（H26）
/10～2021
（R3）
/12）
…
［NVE］
、
ハリアー
（2013
（H25）
/12～2020
（R2）
/6）
、
ハリアー ハイブリッド
（2014
（H26）
/1～2020
（R2）/6）…［HA］

￥32,450（税込）

アルファード/ヴェルファイア専用マルチビュー・サイドカメラパッケージ
幅寄せ時（前方）

幅寄せ時（後方）

狭い車庫へ入れる時（接触防止）

【対応車種】
ランドクルーザー プラド
（2009
（H21）
/9～現在）
…
［LP］➡左記車種専用モデル 標準小売価格 ¥30,690（税込）
アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用

HCE-C20HD-RD
HCE-C20HD-RD-W（パールホワイト）
パノラマビュー

標準小売価格

トップビュー

車両後方を歪みの少ない ワイドな視野で、後方全体 クルマの上方から見下ろし
映像で表示します。
を見渡せます。
た映像を表示。

バックビューカメラ

￥24,970（税込）

標準小売価格

￥27,610（税込）

※車両ごとの取付け状況により別売の接続ケーブル
（KWX-G001）
または車種
専用ダイレクト接続ケーブルが必要となります。

車種専用取付けキット付属
※HCE-CS20HDシリーズはスライドドアガイド線は表示しません。

サイドビューカメラ

【対応車種】
アルファード/ヴェルファイア
（2015（H27）/1〜2019（R1）/12）

ボイスタッチ対応

アルパインディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/DA7Z）対応

※バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。

サイドビューカメラ

アルパインカーナビ/ディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/DA7Z）専用

車種専用バックビューカメラパッケージ

HCE-C1000D-□□

￥39,050（税込）

HCE-CS2000-AV 標準小売価格 ￥41,580（税込）

HCE-C2000RD（ブラック）
HCE-C2000RD-W（パールホワイト）

※車両ごとの取付け状況により別売のダイレクト接続ケーブル
（KWX-G001）
また
は車種専用ダイレクト接続ケーブルが必要となります。
※汎用タイプの装着には別売の取付けキットが必要となります。

標準小売価格

車種専用取付けキット付属

アルファード/ヴェルファイア専用マルチビュー・サイドカメラパッケージ

マルチビュー・バックカメラ ダイレクト接続タイプ

（ブラック）

HCE-CS20HD-AV

【対応車種】
アルファード/ヴェルファイア
（2015（H27）/1〜2019（R1）/12）

アルパインカーナビ/ディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/DA7Z）対応

マルチビュー・バックカメラ ダイレクト接続タイプ

バックビュー

￥39,050（税込）

【対応車種】
ヴォクシー/ノア
（2014（ H26）/1～2021（ R3）/12）、
ヴォクシーハイブリッド/ノアハイブリッ
ド
（2014（ H26）/2～2021（ R3）/12）、
エスクァイア/エスクァイアハイブリッド
（2014（ H26）/10～2021
（R3）/12）

HCE-C20HD-RD-□□（ブラック） HCE-C20HD-RD-□□-W（パールホワイト）

コーナービュー 左右及び後方の3映像を同時に表示します。

標準小売価格

車種専用取付けキット付属

車種専用マルチビュー・バックカメラパッケージ

➡上記車種専用モデル 標準小売価格

HCE-C2500FD 標準小売価格 ￥27,610（税込）

※取付けには製品付属のナンバーブラケットを使用します。

ハリアー専用
3カメラセーフティーパッケージ
（フロントグリル取付けタイプ）

PKG-SF25N-HI（ブラック）
PKG-SF25-HA（ブラック）
PKG-SF25N-HI-W（パールホワイト） PKG-SF25-HA-W（パールホワイト）

（税込）

車種専用マルチビュー・フロントカメラパッケージ

ヴォクシー専用3カメラセーフティーパッケージ
（フロントグリル取付けタイプ）

ハイエース/レジアスエース専用
3カメラセーフティーパッケージ
（ナンバープレート取付けタイプ）

PKG-SF25-VO（ブラック）
PKG-SF25N2-NVE（ブラック）
PKG-SF25-VO-W（パールホワイト） PKG-SF25N2-NVE-W（パールホワイト）

￥24,970（税込）

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用

PKG-SF25G2-VO
PKG-SF25-AL（ブラック）
PKG-SF25-VE（ブラック）
PKG-SF25N-AV（ブラック）
PKG-SF25G2-VO-W（パールホワイト）
PKG-SF25-AL-W（パールホワイト） PKG-SF25-VE-W（パールホワイト） PKG-SF25N-AV-W（パールホワイト） 標準小売価格 ￥105,820（税込）
標準小売価格

標準小売価格

※取付けには製品付属のナンバーブラケットを使用します。

※車種ごとの取付けに必要な部品一式をセットにした製品です。※対応年式および注意事項等についてはアルパインホームページをご覧ください。

アルファード専用
3カメラセーフティーパッケージ
（フロントグリル取付けタイプ）

※2018年製カーナビ以降のボイスタッチでは声でビュー切り替えが可能です。

HCE-C1000D-□□-W

（ブラック）

HCE-CS1000 標準小売価格 ￥15,290（税込）

HCE-C1000D-□□

RCA入力
（映像用/黄色）があるカーナビへも接続可能！

HCE-C1000D-□□-W

※取付けには車種専用取付けキットが必要となります。

（パールホワイト）

車種専用取付けキット
・ダイレクト接続ケーブル付属 ※□□には下記［ ］
の車種専用製品記号が入ります。

【対応車種】
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
（2015（H27）/1～2019（R1）/12）…［AV］
、
ヴォクシー/ノア
（2014
（H26）
/1～2021
（R3）
/12）
、
ヴォクシー ハイブリッド/ノア ハイブリッド
（2014
（H26）
/2～2021
（R3）
/12）
、
エスクァイア/エスクァイア ハイブリッド
（2014
（H26）
/10～2021
（R3）
/12）
…
［NVE］
、
ハリアー
（2013
（H25）
/12～2020
（R2）
/6）
、
ハリアー ハイブリッド
（2014
（H26）
/1～2020
（R2）/6）…［HA］
➡上記車種専用モデル 標準小売価格

￥21,560（税込）

ランドクルーザー プラド
（2009
（H21）
/9～現在）
…
［LP］➡標準小売価格 ￥19,800（税込）
※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となります。

アルパインカーナビ/ディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/DA7Z）専用

バックビューカメラ ダイレクト接続タイプ
標準小売価格

RCA入力（映像用/黄色）があれば接続可能！

（RCAケーブル：HCE-C1000シリーズ付属）

HCE-C1000D（ブラック）HCE-C1000D-W（パールホワイト）

￥14,080（税込） ※車両ごとの取付け状況により別売の接続ケーブル（KWX-G001）または車種専用ダイレクト接続ケーブルが必要となります。

RCA入力カーナビ対応

アルパインカーナビ
（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）
に複数台のカメラを接続する際は、
マルチインターフェイスBOX（別売）
が必要です。

リア・フロント
・サイドのカメラを同時接続できるほか、
ルームカメラ・コーナーカメラ・その他RCA接続対応カメラまで、
最大6台のカメラ接続を可能にするユニットです。

マルチインターフェイスBOX

IFB-N200

標準小売価格

￥12,870（税込）

バックビューカメラ RCA接続タイプ

HCE-C1000（ブラック）HCE-C1000-W（パールホワイト）
標準小売価格
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※カメラガイド線表示、画面上の切り替えボタンはアルパインカーナビとの接続時のみとなります。

￥15,290（税込）

※バックビューカメラ用ダイレクト接続ケーブルを使用する場合は、
別売のKWX-G002が必要となります。

詳細な対応車種と年式についてはアルパインホームページをご覧ください。

CAMERA-FIT

※詳細な対応車種と年式についてはアルパインホームページをご覧ください。 14

Monitor［モニター］

MONITOR

※ディスプレイオーディオは、
DAF11Z/DAF9Z/DA7Zが対応します。

天井取付け型リアビジョン

※天井取付け型リアビジョンの装着には別売の車種専用取付けキット
（パーフェクトフィット）
が必要です。詳細はアルパインホームページをご覧ください。

ヘッドレスト取付け型リアビジョン

プラズマクラスター技術搭載
アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）/ディスプレイオーディオ対応

プラズマクラスター技術搭載12.8型WXGA リアビジョン
特許取得済

PXH12X-R-AV / PXH12X-R-B

オープン価格

12.8型
7色
ルーム
ランプ

本体色:ブラック

本体色:ブラック

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）/ディスプレイオーディオ対応

PXH12X-R-AV

PXH12X-R-B

本体色:ブラック

10.1型WXGA ヘッドレスト・リアビジョン
（2台パック）

本体色:ブラック

SXH10ST オープン価格

【アルファード/ヴェルファイア専用加飾モデル】

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）/ディスプレイオーディオ対応

プラズマクラスター技術搭載
9型WXGA リアビジョン

PXH10S-R-B

PXH9S-R-B

オープン価格

オープン価格

特許取得済

10.2型

SXH10S オープン価格

9型WSVGA
ヘッドレスト・リアビジョン
（2台パック）

NEW

10.1型

9型WSVGA
ヘッドレスト・リアビジョン

SSA9ST

9.0型
7色
ルーム
ランプ

10.1型

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）/ディスプレイオーディオ対応

プラズマクラスター技術搭載
10.2型WXGA リアビジョン
特許取得済

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）/ディスプレイオーディオ対応

10.1型WXGAヘッドレスト・リアビジョン

SSA9S

オープン価格
7色
ルーム
ランプ

PXH10S-R-B

PXH9S-R-B

本体色:ブラック

9.0型

オープン価格

本体色:ブラック

9.0型

本体色:ブラック

本体色:ブラック

シンプル
アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）/ディスプレイオーディオ対応

12.8型WXGA リアビジョン

9型WVGA リアビジョン 特許取得済

RVA9S-L-B

特許取得済

オープン価格

RXH12X2-L-B

オープン価格

12.8型

本体色:ブラック

本体色:ブラック

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）/ディスプレイオーディオ対応

10.1型WSVGA スリムリアビジョン

オープン価格

オープン価格

10.1型

ルーム
ライト

オープン価格

11.0型 WVGA

PKG-SB910

本体色:ブラック

RSH10XS-L-B / RSH10XS-L-S
10.1型

ルーム
ランプ

11型WVGA
スリムリアビジョン

9型WVGA
スリムリアビジョン

オープン価格

オープン価格

PKG-M1100

本体色:ブラック

RSH10XS-R-S
本体色:シルバー
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9.0型 WVGA

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）/ディスプレイオーディオ対応

10.1型WSVGA スリムリアビジョン

RSH10XS-R-B / RSH10XS-R-S

オープン価格

アーム取付け型リアビジョン

RVA9S-L-B

本体色:ブラック

9型WVGA
スリムリアビジョン

PKG-SB1100

9.0型 WVGA

RXH12X2-L-B

11型WVGA
スリムリアビジョン

RSH10XS-R-B
本体色:ブラック

RSH10XS-L-S

本体色:シルバー

RSH10XS-L-B
本体色:ブラック

11.0型 WVGA

詳細な対応車種と年式についてはアルパインホームページをご覧ください。

PKG-M910

本体色:ブラック

9.0型 WVGA

MONITOR-FIT

※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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Option/Accessary［その他、アクセサリー］

※2022年7月までに未発表の新型車には適合しません。

カーナビ関連オプション/アクセサリー

リアビジョン関連オプション/アクセサリー

交通情報をリアルタイムにお知らせ。ETC2.0関連機器

ナビ背面に接続する仕様のため、
同時購入での取付けを推奨しています。※別売のパーフェクトフィットで美しく取付けられます。

リアビジョンをカーナビに接続する ナビ背面に接続する仕様のため、同時購入での取付けを推奨しています。

リアビジョンとアルパインカーナビの接続には、
それぞれのモデルに対応するケーブルが必要です。詳しくはアルパインホームページをご確認ください。

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用

純正カーナビ専用
HDMI変換ケーブル

HDMIリアビジョンリンクケーブル
アルパインカーナビ
（2020年モデル以降：
NX/NX2シリーズ）専用

光ビーコンレシーバー付
ETC2.0車載器

ETC2.0車載器

ETC車載器

HCE-B120

HCE-B120V

￥42,790

標準小売価格
（税込）
※ビルトイン取付け対応
※新セキュリティ規格対応

￥53,460

標準小売価格
（税込）
※ビルトイン取付け対応
※新セキュリティ規格対応

光ビーコンレシーバー付ETC2.0車載器

HCE-B063

HCE-B110V

￥26,180

￥53,460

標準小売価格
（税込）
※ビルトイン取付け対応
※新セキュリティ規格対応

カーナビでiPhone/iPod/Androidなどの動画を楽しむ

ETC車載器

オープン価格

標準小売価格
（税込）
※ビルトイン取付け対応
※2016年～2019年製アルパインカーナビ
に対応します。

HCE-B110

標準小売価格
（税込）
※ビルトイン取付け対応
＊HCE-T062との同時接続はできません。
※2016年～2019年製アルパインカーナビに対応します。

HDMI
リアビジョンリンクケーブル

ETC2.0車載器

HCE-B053

※ビルトイン取付け対応
※2016年～2019年製アルパ
インカーナビに対応します。

￥26,180

※ディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/DA7Z）
のHDMI接続についてはアルパインホームページをご覧ください。

2020年/
2021年製
アルパイン
カーナビ

iPhone/
iPodとの
HDMI接続

標準小売価格 ￥4,840（税込）

ビデオカメラ
などとの
HDMI接続

HDMIケーブル
（HDMI・USB・Micro USB変換・Type D変換：4本セット）
標準小売価格 ￥4,840（税込）

KCU-610HD

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用

KCU-620HE

2020年/
2021年製
アルパイン
カーナビ
2019年以前の
アルパインカーナビ

MHL出力付
スマートフォン

KCU-610MH 標準小売価格 ￥7,150（税込）
HDMIケーブル

KCU-G60HD

HDMI Type E to Aケーブル
（1.5m）

標準小売価格 ￥5,390
（税込）

標準小売価格 ￥4,840（税込）

HDMI出力
対応機器

KCU-610HD 標準小売価格 ￥4,840（税込）

接続に必要な製品

iPhone/
iPodとの
HDMI接続

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：
NX/NX2シリーズ）専用

KCU-Y620HU

※スマートフォン
（携帯電話）
の
適合についてはこちらからご
確認ください。
※TypeC HDMI
（ミニHDMI）
の場合はKCU-610HCが別途
必要です。

USB/
マイクロUSB

HDMI Type C変換アダプタ

TypeA HDMI
TypeD HDMI

標準小売価格
￥1,210（税込）

KCU-610HC

KCU-G61I（2m） NEW

標準小売価格 ￥3,630（税込）

USB

KCU-Y630HU

Android接続MHLケーブル

※HDMI接続してiPod/iPhoneの画像を映すには
アップル純正デジタルAVアダプタが必要です。

HDMI
［A］

KCU-G60MH
※GALAXY対応用
変換コネクタ付属

KCU-Y62HU

標準小売価格 ￥10,120（税込）

USB/
マイクロUSB

micro USB
5ピン–11ピン変換アダプタ

USB
HDMI
［A］

HDMI
［A］

HDMI
［A］

KCU-G60HD

KCU-Y63HU

標準小売価格 ￥5,390（税込）

標準小売価格 ￥10,120（税込）

USB/
マイクロUSB
TypeA HDMI
TypeD HDMI

HDMI
［D］
micro
USB

USB

iPod/iPhone用Lightningケーブル（1m）

KCU-471i2
標準小売価格

￥4,180（税込）

iPod/iPhoneで音楽再生のみ
楽しむ場合は、KCU-460iV（別
売）が必要です。対応機種につ
いてはアルパインホームページ
でご確認ください。
（一部の機種
には対応しておりません）

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用アクセサリー
アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用

アルパインカーナビ
（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）
専用プリアウトケーブル

※スマートフォン
（携帯電話）
の
適合についてはこちらからご
確認ください。
※TypeC HDMI
（ミニHDMI）
の場合はKCU-610HCが別途
必要です。

HDMI Type C変換アダプタ

KCU-610HC

￥5,500

指紋を残さず、高画質もキープ。カーナビ用指紋防止ARフィルム
対応モデル

標準小売価格（税込/取付費別）
￥3,630

KAE-EX10Z-AR

EX10NX2/EX10NX/EX10Z/EX10V/EX10シリーズ

￥3,410

KAE-EX9Z-AR

EX9NX/EX9Z/EX9V/EX9シリーズ

￥3,410

KAE-X9Z-AR

X9NX2/X9NXL/X9NX/X9Z/X9ZA/X9V/X9VA/X9Sシリーズ

￥3,190

車種専用取付けキットを使わずビッグX（単体モデル）
を装着

KAE-X8Z-AR

X8NX2/X8NX/X8Z/X8V/X8シリーズ

￥2,860

KAE-7WZ-AR

7WNX2/7DNX2/7WNX/7DNX/7WZシリーズ

￥2,640

汎用電源ケーブル

KAE-XF11Z-AR

XF11Zシリーズ

￥3,630

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用

KAE-700DT 標準小売価格 ￥9,350（税込）

KCE-GPH16 標準小売価格 ￥2,420（税込）※本製品は「KCE-X088」と同一の製品です。

※詳細な対応車種と年式についてはアルパインホームページをご覧ください。

¥2,530

KAE-R1000BF

10.1型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/223.2×125.8

¥2,420

KAE-R900BF ※2

9型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/197.0×111.1

¥2,200

KAE-R800BF

8型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/177.0×100.5

¥1,870

標準小売価格

￥12,870（税込）

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：
NX/NX2シリーズ）専用

IFB-N100

￥11,880（税込）

バックビューカメラコネクター変換ケーブル

KWX-G003

※2015年～2019年製アルパインカー
ナビに対応します。7W、
7D（2015年モ
デル）
には対応しません。

標準小売価格

バックビューカメラ
コネクター変換ケーブル

KWX-G002
標準小売価格

￥1,100（税込）

￥1,100（税込）

※HCE-C1000/HCE-C1000-W（RCA接
続タイプ）
をダイレクト接続ケーブルを使用
して接続する際の変換ケーブルです。

パノラミックビューモニター映像分配ユニット

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
（オデッセイ/N-BOX/フィット用）

￥1,870（税込）

HCE-V02AR-TR-PM

【対応車種】
タンク/ルーミー
（2016
（H28）/11～2020（R2）/9）

HCE-C03VC
標準小売価格

標準小売価格

￥7,150（税込）

￥11,880（税込）

※純正カメラを利用して装着します。

トヨタ ライズ専用
パノラミックビュー対応インターフェースボックス

HCE-V04-RZ-PM

NEW

【対応年式】
ライズ/ライズ ハイブリッド 2019（R1）/11〜現在
※純正パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ装着車
標準小売価格

￥35,420（税込）

※対応アルパイン製品：2020年以降のカーナビ
（X9NX2/X9NX/X9NXL）
、
ディズプレイオーディオ
（DAF9Z）

トヨタ ルーミー（マイナーチェンジ後）専用
パノラミックビュー対応インターフェースボックス

HCE-V04-RO-PM

トヨタ ハイエース専用
純正パノラミックビューモニター変換キット

HCE-V04-HI-PM

NEW

【対応年式】2020（R2）/9〜現在 ※マイナーチェンジ後
※純正パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ装着車
標準小売価格

【対応年式】2020（R2）/5〜現在
※純正パノラミックビューモニター装着車用

￥35,420（税込）

標準小売価格

※対応アルパイン製品：2020年以降のカーナビ
（X9NX2/X9NX/X9NXL/7WNX2/7WNX）
、
ディズプレイオーディオ
（DAF9Z/DA7Z）

￥35,420（税込）

※対応アルパイン製品：2020年以降のカーナビ
（XF11NX2/XF11NX/X8NX2/
X8NX/7WNX2/7WNX）
、
ディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/DA7Z）

ステアリングリモコンでカーナビのオーディオを操作
トヨタ用純正
ステアリングリモートコントロールキット
（30系 アルファード/30系 ヴェルファイア/ハリアー用）

KTX-Y402R 標準小売価格 ￥9,900（税込）

※アルパインカーナビ
（2020年モデル以降：NX/NX2シリー
ズ）
には対応しません。

ナビ背面に接続する仕様のため、
同時購入での取付けを推奨しています。

トヨタ用純正
ステアリングリモートコントロールキット
（80系 ヴォクシー/エスクァイア/ノア用）

KTX-Y401R
標準小売価格

トヨタ用
ステアリングリモコン
ケーブル 5P-20P

トヨタ用
ホンダ・スズキ用
ステアリングリモコンケーブル
ステアリングリモコン
5P-28P（アクア/ラクティス用） ケーブル

標準小売価格
（税込）

標準小売価格
（税込）

KTX-Y501R

￥8,910（税込）

￥1,210

KTX-Y502R

KTX-G501R

￥1,210

￥1,210（税込）

標準小売価格

WALKMAN

EX11NX2/EX11NX/EX11Z/EX11Vシリーズ

アルパインカーナビ
（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）
専用地デジ/GPS用アンテナ
（4ｍ）
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KCU-511WM

KAE-EX11Z-AR

￥1,870

11.4型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/248.3×146.3

その他のアクセサリー

USB/
マイクロUSB

￥3,630

KCE-200EX

¥2,750

KAE-R1100BF ※1

標準小売価格

※NW-Z1050/Z1060/Z1070はHDMI出力対応の
ウォークマン®接続ケーブル
ため、別売のHDMI接続ケーブル「KCU-610HD」
（標準小売価格 ￥4,840/税込・取付け費別）
を使
標準小売価格
（税込） 用して接続します。※ウォークマン®の対応機種に
ついてはアルパイ
ンホームページでご確認く
ださい。
※USBメモリ接続可能
（一部の機種は動画再生に対応しておりません）

品番

標準小売価格（税込）

￥1,210（税込）

XF11NX2シリーズ/XF11NXシリーズ

（税込）

マルチインターフェイスBOX

※純正カメラを利用して装着します。
※2014年〜2021年製アルパインカーナビ接続用。

MOBILE

KAE-XF11NX-AR

標準小売価格

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用

マルチインターフェイスBOX

標準小売価格

（マイクロHDMI）

HDMI出力
対応機器

仕様/サイズ
（mm）
12.8型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/284.0×160.1

ナビ背面に接続する仕様のため、
同時購入での取付けを推奨しています。

KWX-Y300NR

2019年製以前のアルパインカーナビに対応します。
ナビ背面に接続する仕様のため、
同時購入での取付けを推奨しています。

CABLE-SMP

モデル名

KAE-R1200BF

メーカー純正カメラをアルパインカーナビと接続する

カーナビでウォークマンの動画・音楽を楽しむ

ナビ背面に接続する仕様のため、
同時購入での取付けを推奨しています。

リアビジョンの長時間視聴対策に。
ブルーライトカットフィルム

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

＊HDMI接続には対応する機器と別売ケーブルが必要となります。HDCP規格に対応しているHDMI/MHL機器の映像をリアビジョンで楽しむ場合は、HDMIリアビジョンリンク対応のリアビジョンが必要です。■HDMIについて●HDMIとHDMI High-Definition
Multimedia Interfaceという用語およびHDMIロゴは、
HDMI Licensing LLCの米国その他国々における商標または登録商標です。■iPod/iPhoneについて●iPodは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●「Made for iPod」および
「Made for iPhone」
とは、
iPodもしくはiPhone専用に接続するよう設計され、
アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。●アップルは、
本製品の機能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。●本アクセサリをiPodまたはiPhone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ください。■ウォークマン®
について●
“ウォークマン”
“
、WALKMAN”
“
、WALKMAN”
ロゴは、
ソニー株式会社の登録商標です。

カーナビでiPhone/iPodの音楽を楽しむ

標準小売価格

USB

MHL
MHL出力付
スマートフォン

￥1,870（税込）

RUE-RST02

複数のドライブセンサーを快適に使う

アルパインカーナビ
（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）
に2つ以
上のカメラを接続する際に必要となるユニットです。

対応規格

TypeA HDMI

micro
USB

micro
USB

HDMIケーブル

iPhone/iPod

標準小売価格

￥7,810

ドライブセンサー関連オプション/アクセサリー
ドライブセンサー関連オプション/アクセサリー

標準小売価格

アップル純正
ライトニング
コネクタ

MHL変換アダプタ

HDMI
［A］

標準小売価格 ￥8,360（税込）

標準小売価格

￥10,120（税込）

LightningDigital
AVアダプタ

Lightning

KCE-250iV

￥2,420（税込）

IFB-N200

TypeA HDMI

HDMI
［A］

KCU-471i2 標準小売価格 ￥4,180（税込）

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：
NX/NX2シリーズ）専用

ビデオカメラ
などとの
HDMI接続

HDMI
［A］

標準小売価格 ￥2,970（税込）

RUE-RST01

￥990

￥2,420（税込）

AUX変換/ビデオ入力ケーブル
（0.3m）

※1 PXH11X-R-Bには対応しておりません。※2 PXH9S-R-Bには対応しておりません。

iPod/iPhone接続HDMIケーブル

iPod/iPhone用Lightningケーブル
（1m）

標準小売価格

￥10,120（税込）

MHL接続

対応機器

KCU-G60I（1m）

標準小売価格
標準小売価格
（税込）
（税込）
※2019年製以前のアルパインカー
ナビに対応
リアビジョンリンクリモコン
します。

￥3,630（税込）

リア専用マルチリモコン
（自光式） 意匠登録済

KCE-190V

MOBILE

※ディスプレイオーディオ
（DAF11Z/DAF9Z/DA7Z）
のHDMIビルトイン接続についてはアルパインホームページをご覧ください。

トヨタ車用ビルトイン
USB/HDMI接続ユニット
（1.75mケーブル）

標準小売価格

KCE-AUX01RV

￥6,270

（マイクロHDMI）

HDMIケーブル
（HDMI・USB・Micro USB変換・Type D変換：4本セット）

■純正スイッチパネルにビルトイン接続

USB

MHL

MHLケーブル
（HDMI・USB・Micro USB変換・MHL変換：4本セット）

KCU-620HE

iPhone/iPod

TypeA HDMI

標準小売価格 ￥8,360
（税込）
※GALAXY対応用変換コネクタ付属

アルパインカーナビ（2020年モデル以降：NX/NX2シリーズ）専用

標準小売価格

KCU-610HE

標準小売価格
（税込）
※HDMIリアビジョンリンク、KCE-190Vには対
応していません。

アップル純正
ライトニング
コネクタ

KCU-G60MH

標準小売価格 ￥4,840（税込）

￥5,390（税込）

ビデオ入力ケーブル

リアビジョン用
RCA映像出力コネクター

HCE-V03RL

対応規格
TypeA HDMI

Android接続MHLケーブル

HDMI Type E to Aケーブル
（1.5m）

2019年以前の
アルパインカーナビ

LightningDigital
AVアダプタ
（アップル製）

Lightning
ケーブル
（別売）

KCU-G61I

KCU-620HE

2020年/
2021年製
アルパイン
カーナビ

MHL接続

KCU-G60I

HDMI Type E to Aケーブル
（1.5m）

2019年以前の
アルパインカーナビ

対応機器

iPod/iPhone接続HDMIケーブル
（1m）標準小売価格
￥2,970（税込）
（2m）標準小売価格
￥3,630（税込）
NEW

標準小売価格
※2019年製以
前のアルパイン
カーナビに対
応します。

リアビジョンリンク
専用リモコン

アナログリアビジョン向け
外部入力追加ケーブル

リアビジョンリンク映像3分配ユニット

接続に必要な製品
アルパインカーナビ（2020年モデル以降：
NX/NX2シリーズ）専用

標準小売価格

￥7,810（税込）

KCU-610RV

コンポジット（RCA端子）
接続用ケーブル

HDMI Type E to A
変換ケーブル

複数のモニターで
リアビジョンリンクの映像を楽しむ

ナビ背面に接続する仕様のため、
同時購入での取付けを推奨しています。

アルパインカーナビとのHDMI接続で、
スマホやビデオカメラの動画もカーナビ画面で楽しめます。
■カーナビにダイレクト接続

KCU-620RV

HDMI
リアビジョンリンクケーブル

アナログリアビジョン
向けケーブル

■2022年度 最新地図データ更新
対象製品

【メモリーカーナビ】EX11Z/EX11V/XF11Z/EX10Z/EX10V/
EX10/EX9Z/EX9V/EX9/X9Z/X9ZA/X9V/X9VA/X9S/X9/
EX8V/EX8/X8Z/X8V/X8/7WZ/7WV/7DV

※モデル名が「TNX」から始まる2017年製以降のモデルは対象外となります。

対象品番

HCE-E106A

標準小売価格（税込） 更新メディア

¥23,100

DVD

更新方法

収録データ

高速道配信

認証キーシステム ※アルパインお客様登録が必要になります。

2021年12月
（一部データを除く）

2022年度
高速道配信無料

最新の地図データのモデルは、
ホームページでご確認ください。

MAP
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