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【 2015 年 4 月度 車種専用カーAV/ナビゲーション一体機 新製品 】  

■ビッグ Xプレミアム「EX10 シリーズ」（10型画面）        ※意匠登録出願中 

品番 車種（年式） 
価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

EX10-AL-B 

トヨタ・アルファード（H27/1～現在）/アルファード

ハイブリッド（H27/1～現在） 

 ※キー色：ブラック/LED色：ホワイト 

オープン 6月中旬 

EX10-AL-S 

トヨタ・アルファード（H27/1～現在）/アルファード

ハイブリッド（H27/1～現在） 

 ※キー色：シルバー/LED色：ブルー 

オープン 6月中旬 

EX10-VE-B 

トヨタ・ヴェルファイア（H27/1～現在）/ヴェルファ

イアハイブリッド（H27/1～現在） 

 ※キー色:ブラック/LED色：ホワイト 

オープン 6月中旬 

EX10-VE-S 

トヨタ・ヴェルファイア（H27/1～現在）/ヴェルファ

イアハイブリッド（H27/1～現在） 

 ※キー色：シルバー/LED色：ブルー 

オープン 6月中旬 

EX10-VO 

トヨタ・ヴォクシー/ヴォクシー“煌”/ヴォクシーZS（80

系：H26/1～現在）、ヴォクシーハイブリッド（80 系：

H26/2～現在）  ※LED色：ブルー 

※純正ステアリグリモコンコントロールキット

「KTX-Y401R」付属 

オープン 5月下旬 

EX10-NO 

トヨタ・ノア/ノア Si（80 系：H26/1～現在）、ノアハイ

ブリッド（80系：H26/2～現在）  ※LED色：ブルー 

※純正ステアリグリモコンコントロールキット

「KTX-Y401R」付属 

オープン 5月下旬 

EX10-EQ 

トヨタ・エスクァイア /エスクァイアハイブリッド

（H26/10～現在）  ※LED色：ホワイト 

※純正ステアリグリモコンコントロールキット

「KTX-Y401R」付属 

オープン 5月下旬 

EX10-AV20 
トヨタ・アルファード/ヴェルファイア（20 系：H20/5～

H27/1 ） 
オープン 7月 

EX10-AVH20 
トヨタ・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（20系：H23/11～H27/1） 
オープン 7月 
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EX10-AV20-GO 

トヨタ・アルファード特別仕様車 ”TYPE GOLDⅡ“（20

系：H25/10～H27/1）、”type GOLD“（20系：H24/9～

H25/10 ）、トヨタ・ヴェルファイア特別仕様車 ”GOLDEN 

EYESⅡ“（20系：H25/10～H27/1）、”Golden Eyes“（20

系：H24/9 ～H25/10 ） 

オープン 7月 

■ビッグ Xプレミアム「EX9 シリーズ」（9 型画面）         ※意匠登録出願中 

品番 車種（年式） 
価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

EX9-HA 
トヨタ・ハリアー（H25/12～現在）、ハリアーハイブ

リッド（H26/1～現在） 
オープン 6月上旬 

EX9-PRA2 トヨタ・プリウスα（マイナーチェンジ後：H 26/11～現在） オープン 6月上旬 

EX9-PRA 
トヨタ・プリウスα（マイナーチェンジ前：H 23/5～

H26/11 ） 
オープン 7月 

EX9-PR 

トヨタ・プリウス（マイナーチェンジ後：H23/12～現在）、

プリウス PHV（内装色：アクア マイナーチェンジ後：

H24/1～H25/9） 

オープン 6月上旬 

EX9-PR-PB トヨタ・プリウス G’s（30系：H 23/12～現在） オープン 6月上旬 

EX9-PR-GO 

トヨタ・プリウス特別仕様車“マイコーデ”（シャンパンゴ

ールド  H 24/10～現在）、 

プリウス PHV（内装色：ブラック マイナーチェンジ後：

H24/1～H25/9：） 

オープン 6月上旬 

EX9-PR-MM 

トヨタ・プリウス特別仕様車“マイコーデ”（木目調）

（H24/10～現在）、 

プリウス PHV（一部改良後：H25/9～現在） 

オープン 6月上旬 

EX9-ES 
トヨタ・エスティマ（H 24/5～現在：後期型）、エスティ

マハイブリッド（H24/5～現在：後期型） 
オープン 6月上旬 

EX9-OD 
ホンダ・オデッセイ/オデッセイ アブソルート（H25/11

～現在） 
オープン 6月上旬 

EX9-FR 

ホンダ・フリード（マイナーチェンジ前：H20/5～H23/10）、

フリード（マイナーチェンジ後）/フリードハイブリッド/

フリードスパイクハイブリッド（H23/10～現在）、フリー

ドスパイク（H22/7～現在） 

オープン 6月上旬 

EX9-ST 

ホンダ・ステップワゴン（マイナーチェンジ後：H24/4～

H27/4）/ステップワゴンスパーダ（マイナーチェンジ後：

H24/4～H27/4） 

オープン 6月上旬 
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■ビッグ Xプレミアム「EX8 シリーズ」（8 型画面）         ※意匠登録出願中 

品番 車種（年式） 
価格 

（税別/取付費別） 
 

EX8-AQ2 
トヨタ・アクア（マイナーチェンジ後：H26/12～現

在）/アクア X-URBAN（H26/12~現在） 
オープン 6月下旬 

EX8-AQ-PB 
トヨタ・アクア（マイナーチェンジ前：H23/12～

H26/12）/トヨタ・アクア G’s（H25/12～現在） 
オープン 6月中旬 

EX8-SE 日産・セレナハイウェイスター/セレナ（H22/11～現在） オープン 6月中旬 

EX8-NB 

ホンダ・N-BOX/N-BOXカスタム（H23/12～現在）、N-BOX

＋、N-BOX＋カスタム（H24/7～現在）、 

N-BOX Modulo X（H25/1～現在） 

オープン 6月中旬 

EX8-FI 
ホンダ・フィット/フィット RS/フィットハイブリッド/

（H25/9～現在） 
オープン 6月中旬 

■ビッグ X「X9 シリーズ」（9 型画面）               ※意匠登録出願中 

品番 車種（年式） 
価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

X9-VO 

トヨタ・ヴォクシー/ヴォクシー“煌”/ヴォクシーZS（80

系：H26/1～現在）、ヴォクシーハイブリッド（80 系：

H26/2～現在） 

※純正ステアリグリモコンコントロールキット

「KTX-Y401R」付属 

オープン 6月上旬 

X9-NO 

トヨタ・ノア/ノア Si（80 系：H26/1～現在）、ノアハイ

ブリッド（80系：H26/2～現在） 

※純正ステアリグリモコンコントロールキット

「KTX-Y401R」付属 

オープン 6月上旬 

X9-EQ 

トヨタ・エスクァイア /エスクァイアハイブリッド

（H26/10～現在） 

※純正ステアリグリモコンコントロールキット

「KTX-Y401R」付属 

オープン 6月上旬 

X9 
■車種専用チューニング対応 9型カーナビ 

※取付けには別売の電源コードが必要となります 
オープン 6月上旬 

■ビッグ X「X8 シリーズ」（8 型画面）               ※意匠登録出願中 

品番 車種（年式） 
価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

X8-AL 
トヨタ・アルファード（30 系：H27/1～現在）/アルファ

ードハイブリッド（30系：H27/1～現在） 
オープン 6月中旬 
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X8-VE 
トヨタ・ヴェルファイア（30系：H27/1～現在）/ヴェ

ルファイアハイブリッド（30系：H27/1～現在） 
オープン 6月中旬 

X8-AV20 

トヨタ・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）、アルフ

ァード特別仕様車 ”TYPE GOLDⅡ“（20 系：H25/10～

H27/1）、”type GOLD“（20系：H24/9～H25/10） 

トヨタ・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（20 系：H23/11～H27/1）、ト

ヨタ・ヴェルファイア特別仕様車 ”GOLDEN EYESⅡ“（20

系：H25/10～H27/1）、”Golden Eyes“（20系：H24/9 ～

H25/10 ） 

オープン 6月中旬 

X8-AL10 
トヨタ・アルファード（10 系：H17/4～H20/5 : マイナ

ーチェンジ後） 
オープン 6月中旬 

X8-HI 
トヨタ・ハイエース（標準ボディ： H16/8～現在     

※H25/12以降のスーパーGLをのぞく） 
オープン 6月中旬 

X8-HI2 
ハイエース（標準ボディ：H25/12～現在 ※スーパーGL

専用 パネル色：シルバー） 
オープン 6月中旬 

X8-HIW 
トヨタ・ハイエース（ワイドボディ：H16/8～現在     

※H25/12以降のグランドキャビン/GLをのぞく） 
オープン 6月中旬 

X8-RE 
トヨタ・レジアスエース（標準ボディ：H16/8～現在     

※H25/12以降のスーパーGLをのぞく） 
オープン 6月中旬 

X8-RE2 
レジアスエース（標準ボディ：H25/12～現在 ※スーパー

GL専用 パネル色：シルバー） 
オープン 6月中旬 

X8-REW 
トヨタ・レジアスエース（ワイドボディ：H16/8～現在     

※H25/12以降のグランドキャビン/GLをのぞく） 
オープン 6月中旬 

X8-MA トヨタ・マーク X（H21/10～現在） オープン 6月中旬 

X8-MA-PB トヨタ・マーク X  G's（H24 /10～現在） オープン 6月中旬 

X8-CF 
トヨタ・カローラフィールダー（H24/5~現在）、カロー

ラフィールダーハイブリッド（H25/8~現在） 
オープン 6月中旬 
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X8-PR 
トヨタ・プリウス（マイナーチェンジ後：H23/12～現在）、

プリウス PHV（マイナーチェンジ後：H24/1～現在） 
オープン 6月中旬 

X8-PR-LED 

トヨタ・プリウス（H23/12～現在：マイナーチェンジ後）、

プリウス PHV（H24/1～現在：マイナーチェンジ後） 

※LEDイルミネーション付き 

オープン 6月中旬 

X8-PRA トヨタ・プリウスα（マイナーチェンジ前：H 23/5～現在） オープン 6月中旬 

X8-AQ 
トヨタ・アクア（マイナーチェンジ前：H23/12～H26/12）、

アクア G’s（H25/12～現在） 
オープン 6月中旬 

X8-ES 
トヨタ・エスティマ/エスティマハイブリッド（後期：H24/5

～現在） 
オープン 6月中旬 

X8-PR-GM 
プリウス（マイナーチェンジ前：H21/5～H23/12） 

※パネル色：ガンメタリック 
オープン 6月中旬 

X8-NV70 
トヨタ・ヴォクシー/ヴォクシー“煌 Z”（70 系：H19/6～

H26/1）、ノア（70系：H19/6～H26/1）   
オープン 6月中旬 

X8-SE 日産・セレナハイウェイスター/セレナ（H22/11～現在） オープン 6月中旬 

X8-EL 日産・エルグランド（H22/8～現在） オープン 6月中旬 

X8-VZ ホンダ・ヴェゼル/ヴェゼルハイブリッド（H25/12～現在） オープン 6月中旬 

X8-NB 
ホンダ・N-BOX/N-BOX カスタム（H23/12～現在）、

N-BOX+/N-BOX＋カスタム（H24/7～現在） 
オープン 6月中旬 

X8-FR 
ホンダ・フリード（マイナーチェンジ後：H23/10～現在）、

フリードハイブリッド（H23/10～現在)  
オープン 6月中旬 

X8-FRS 
ホンダ・フリードスパイク（H22/7～現在）、フリードス

パイクハイブリッド（H23/10～現在） 
オープン 6月中旬 

X8-WR 
スズキ・ワゴン R/ワゴン Rスティングレー（34系/44系：

H24/9～現在） 
オープン 6月中旬 

X8 

■車種専用チューニング対応 8型カーナビ 

※取付けには別売の車種専用パーフェクトフィットが必要

です。パーフェクトフィットを使用しない場合は別売の電

源コードが必要となります 

オープン 6月中旬 
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■「7Wシリーズ」（200 ミリワイド・7 型画面）           ※意匠登録出願中 

品番 車種（年式） 
価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

7W-AV20 

トヨタ・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）、アルフ

ァード特別仕様車 ”TYPE GOLDⅡ“（20 系：H25/10～

H27/1）、”type GOLD“（20 系：H24/9～H25/10 ）ト

ヨタ・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（20系：H23/11～H27/1）、トヨ

タ・ヴェルファイア特別仕様車 ”GOLDEN EYESⅡ“（20

系：H25/10～H27/1）、”Golden Eyes“（20系：H24/9 ～

H25/10 ） 

オープン 5月下旬 

7W-VO 

トヨタ・ヴォクシー/ヴォクシー“煌”/ヴォクシーZS（80

系：H26/1～現在）、ヴォクシーハイブリッド（80 系：

H26/2～現在） 

オープン 5月下旬 

7W-NO 
トヨタ・ノア/ノア Si（80 系：H26/1～現在）、ノアハイ

ブリッド（80系：H26/２～現在） 
オープン 5月下旬 

7W-EQ 
トヨタ・エスクァイア /エスクァイアハイブリッド

（H26/10～現在） 
オープン 5月下旬 

7W-PRA トヨタ・プリウスα（H23/5～現在） オープン 5月下旬 

7W-PR 

トヨタ・プリウス（マイナーチェンジ前：H21 /5～

H23/12）、トヨタ・プリウス（マイナーチェンジ後：H23/12

～現在）、プリウス PHV（H24/1～現在） 

オープン 5月下旬 

7W-AQ トヨタ・アクア（H23/12～現在） オープン 5月下旬 

7W-HA 
トヨタ・ハリアー（H25/12～現在）、ハリアーハイブリッ

ド（H26/1～現在） 
オープン 5月下旬 

7W-ES 

トヨタ・エスティマ/エスティマハイブリッド（中期：

H20/12～H24/4）、トヨタ・エスティマ/エスティマハイ

ブリッド（後期：H24 /5～現在） 

オープン 5月下旬 

7W-WI トヨタ・ウィッシュ（マイナーチェンジ後：H24/4～現在） オープン 5月下旬 

7W-CF 
トヨタ・カローラフィールダー（H24/5～現在）、カロー

ラフィールダーハイブリッド（H25/8～現在） 
オープン 5月下旬 

7W-HI 
トヨタ・ハイエース（H16/8～現在）、ハイエースワイド

（H16/8～現在） 
オープン 5月下旬 

7W-RE トヨタ・レジアスエース（標準ボディ：H16/8～現在） オープン 5月下旬 
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7W-PS 
トヨタ・スペイド（H24/7～現在）、ポルテ（H24/7～現

在） 
オープン 5月下旬 

7W-IS トヨタ・アイシス（H21/9～現在） オープン 5月下旬 

7W-TN-NR 

ダイハツ・タント/タントカスタム（H25/10～現在） 

※純正ナビ装着用アップグレードパック装着車用：電源コード/取付

けブラケット付属。メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグ

レードパック装着車の純正ステアリングリモコンと純正リアカメ

ラシステムが使用可能です 

オープン 5月下旬 

7W-TN ダイハツ・タント/タントカスタム（H25/10～現在） オープン 5月下旬 

7W-SE 日産・セレナハイウェイスター/セレナ（H22/11～現在） オープン 5月下旬 

7W-DR 
日産・デイズルークス/デイズルークスハイウェイスター

（H26/2～現在） 
オープン 5月下旬 

7W 

車種専用チューニング対応200㎜ワイド･7型SDカーナビ 

※取付けには別売のキットおよび接続コードが必要になる

場合があります 

オープン 5月下旬 

■「7D シリーズ」（180ｍｍ・7型画面）               ※意匠登録出願中 

品番 車種（年式） 
価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

7D-ST 
ホンダ・ステップワゴン/ステップワゴンスパーダ（マイナ

ーチェンジ後：H24/4～H27/4） 
オープン 5月下旬 

7D-FI 
ホンダ・フィット/フィット RS/フィットハイブリッド

(H25/9～現在) 
オープン 5月下旬 

7D-FI-NR 
ホンダ・フィット/フィット RS/フィットハイブリッド

(H25/9～現在)  ※ナビスペシャルパッケージ対応 
オープン 5月下旬 

7D-FR 

ホンダ・フリード（マイナーチェンジ前：H20/5～H23/10）、

フリード（マイナーチェンジ後：H23/10～現在）、フリー

ドハイブリッド（H23/10～現在）、フリードスパイク

（H22/7～現在）、フリードスパイクハイブリッド

（H23/10～現在） 

オープン 5月下旬 

7D-NB-NR 

ホンダ・N-BOX/N-BOX カスタム（H23/12～現在）、

N-BOX+/N-BOX＋カスタム（H24/7～現在）、 

N-BOX Modulo X（H25/1～現在） 

※ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車用：電源コード/取付けブ

ラケット付属。メーカーオプションの純正ナビ装着用スペシャルパ

ッケージ装着車の純正ステアリングリモコンと純正リアワイドカ

メラシステムが使用可能です 

オープン 5月下旬 
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7D-SP スズキ・スペーシア/スペーシアカスタム（H25/3～現在） オープン 5月下旬 

7D-WR 
スズキ・ワゴン R/ワゴン Rスティングレー（34系：H24/9

～現在） 
オープン 5月下旬 

7D 

車種専用チューニング対応 7型 SDカーナビ 

※取付けには別売のキットおよび接続コードが必要になる

場合があります 

オープン 5月下旬 

＜ビッグ X プレミアム（EX10･EX9･EX8）/ビッグ X（X9･X8）シリーズ製品概要＞ 

●10型・9型・8型ワイド カーナビゲーションシステム 

●LED WXGA液晶搭載 

●専用インダッシュパネル/車種専用デザイン操作キー（※1）/車種専用オープニング画面 

●ダブルゾーン/ダブルゾーンコミュニケーション 

●フルセグ地デジ 4チューナー/DVDビデオプレーヤー/FM･AMチューナー/音楽用 SD：4GB 

●Bluetooth内蔵（ハンズフリー/オーディオ） 

●HDMI入力/HDMI出力 

●3プリアウト（フロント/リア/サブウーファー） 

●50W×4chアンプ 

●専用取付けブラケット（※2）/電源ハーネス/ステアリングスイッチ用ハーネス（※3）/フィルムアン

テナ 4本 

●専用取付け説明書（※1）  
   

 

※1：ビッグ Xプレミアムシリーズのみ付属 

※2：専用取付けキットを使用する車種のみに付属 

※3：ステアリングスイッチ装備車種のみに付属 

＜7W/7D シリーズ 製品概要＞ 

●7型ワイド カーナビゲーションシステム 

●LED WVGA液晶搭載 

●車種専用オープニング画面 

●ダブルゾーン 

●フルセグ地デジ 4チューナー/DVDビデオプレーヤー/FM･AMチューナー/音楽用 SD：4GB 

●Bluetooth内蔵（ハンズフリー/オーディオ） 

●HDMI入力/HDMI出力 

●1プリアウト（サブウーファー） 

●50W×4chアンプ 

●電源ハーネス/ステアリングスイッチ用ハーネス（※1）/フィルムアンテナ 4本 

 

※1：ステアリングスイッチ装備車種のみに付属 
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