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SGS-C1000D-NVE 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・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） 

※カメラ本体色：ブラック 

￥29,500 5月下旬 

SGS-C1000D-NVE-W 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・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） 

※カメラ本体色：パールホワイト 

￥29,500 5月下旬 

SGS-C1000D-PR 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・プリウス（H22/1～現在）、プリウスマイコー

デ（H24/10～現在）、プリウス PHV（H24/1～現在）    

※カメラ本体色：ブラック 

￥29,500 6月上旬 

SGS-C1000D-PR-W 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・プリウス（H22/1～現在）、プリウスマイコー

デ（H24/10～現在）、プリウス PHV（H24/1～現在）  

※カメラ本体色：パールホワイト 

￥29,500 6月上旬 

SGS-C1000D-PR-LED 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・プリウス（H22/1～現在）、プリウスマイコー

デ（H24/10～現在）、プリウス PHV（H24/1～現在）  

※カメラ本体色：ブラック/LEDライト付属 

￥31,700 6月上旬 

SGS-C1000D-PR-W-LED 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・プリウス（H22/1～現在）、プリウスマイコー

デ（H24/10～現在）、プリウス PHV（H24/1～現在） 

※カメラ本体色：パールホワイト/LEDライト付属 

￥31,700 6月上旬 

SGS-C1000D-PRA2 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・プリウスα（マイナーチェンジ後：H 26/11～現

在）    ※カメラ本体色：ブラック 

￥29,500 6月上旬 



                                                           

 
                                             

 

www.alpine.co.jp                 6 

SGS-C1000D-PRA2-W 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・プリウスα（マイナーチェンジ後：H 26/11～現

在）   ※カメラ本体色：パールホワイト 

￥29,500 6月上旬 

SGS-C1000D-PRA2-LED 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・プリウスα（マイナーチェンジ後：H 26/11～現

在）   ※カメラ本体色：ブラック/LEDライト付属 

￥31,700 6月上旬 

SGS-C1000D-PRA2-WLED 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・プリウスα（マイナーチェンジ後：H 26/11～現

在） ※カメラ本体色：パールホワイト/LEDライト付属 

￥31,700 6月上旬 

SGS-C1000D-PRA 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・プリウスα（マイナーチェンジ前：H23/5～

H26/11）   ※カメラ本体色：ブラック 

￥29,500 6月中旬 

SGS-C1000D-PRA-W 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・プリウスα（マイナーチェンジ前：H23/5～

H26/11）   ※カメラ本体色：パールホワイト 

￥29,500 6月中旬 

SGS-C1000D-PRA-LED 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・プリウスα（マイナーチェンジ前：H23/5～

H26/11）   

※カメラ本体色：ブラック/LEDライト付属 

￥31,700 6月中旬 

SGS-C1000D-PRA-W-LED 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・プリウスα（マイナーチェンジ前：H23/5～

H26/11）  

※カメラ本体色：パールホワイト/LEDライト付属 

￥31,700 6月中旬 

SGS-C1000D-AQ 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・アクア（H23/12～現在）/アクア G’s（H25/12 

～現在）     ※カメラ本体色：ブラック 

※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステ

アリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y２００

NR-AQ」（￥19,000/税・取付費別）が対応します。 

￥29,500 6月上旬 
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SGS-C1000D-AQ-W 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・アクア（H23/12～現在）/アクア G’s（H25/12 

～現在）    ※カメラ本体色：パールホワイト 

※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステ

アリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y２００

NR-AQ」（￥19,000/税・取付費別）が対応します。 

￥29,500 6月上旬 

SGS-C1000D-ES 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・エスティマ（※）/エスティマハイブリッド

（H24/5～現在）  

※カメラ本体色：ブラック 

※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） 

￥29,500 6月上旬 

SGS-C1000D-ES-W 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

トヨタ・エスティマ（※）/エスティマハイブリッド

（H24/5～現在）  

※カメラ本体色：パールホワイト  

※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） 

￥29,500 6月上旬 

SGS-C1000D-HA 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

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）  ※カメラ本体色：ブラック 

￥29,500 6月上旬 

SGS-C1000D-HA-W 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

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）  

※カメラ本体色：パールホワイト 

￥29,500 6月上旬 

SGS-C1000D-SE 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

日産・セレナハイウェイスター/セレナ（H24/8～現在）

※グレード 20Sをのぞく 

※H24/8～H25/12:マイナーチェンジ前は、製品付属の日産用カ

メラ変換ケーブルは使用できません。別売のダイレクト接続ケー

ブル KWX-G001を使用してください。 

￥29,500 6月中旬 
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SGS-C1000D-ST 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

ホンダ・ステップワゴン/ステップワゴンスパーダ

（H24/4～H27/4：マイナーチェンジ後） 

￥29,500 6月中旬 

SGS-C1000D-NB 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

ホンダ・N-BOX（H23/12～現在）/N-BOX＋（H24/7

～現在）     ※カメラ本体色：ブラック 

￥29,500 6月中旬 

SGS-C1000D-NBC 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

ホンダ・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）     ※カメラ本体色：ブラック 

￥29,500 6月中旬 

SGS-C1000D-FR 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

ホンダ・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）  

※カメラ本体色：ブラック 

￥29,500 6月中旬 

SGS-C1000D-FRS 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

ホンダ・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）      ※カメラ本体色：ブラック 

￥29,500 6月中旬 

SGS-C1000D-FI 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

ホンダ・フィット/フィットハイブリッド/フィット RS

（H25/9～現在） ※カメラ本体色：ブラック 

￥29,500 6月中旬 

SGS-C1000D-OD 

■ダイレクト接続 HDR ステアリング連動バックビュー

カメラ 

ホンダ・オデッセイ/オデッセイアブソルート（H25/11

～現在） ※カメラ本体色：ブラック 

￥29,500 6月中旬 

■サイドビューカメラ/ルームカメラ                             

品番 製品名 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

HCE-CS1000 サイドビューカメラ ￥12,800 5月下旬 

HCE-CR1000 ルームカメラ ￥9,800 5月下旬 
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■カメラ取付けキット/接続ケーブル                             

品番 製品名 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

KTX-C14VZ 
■バックビューカメラ取付けキット 

ホンダ・ヴェゼル/ヴェゼルハイブリッド（H25/12～現在） 
￥3,800 5月下旬 

KTX-Y008HA 

■サイドビューカメラ取付けキット 

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） 

￥16,800 5月下旬 

KTX-Y009AV 

■サイドビューカメラ取付けキット 

トヨタ・ヴェルファイア/アルファード（30系：H27/1～現在）、

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（30

系：H27/1～現在） 

￥16,800 6月中旬 

KTX-CR30AV 

■ルームカメラ取付けキット 

トヨタ・ヴェルファイア/アルファード（H27/1～現在）、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（H27/1

～現在）  ※Bピラー取付け用 

￥5,000 6月中旬 

KTX-CR80NVE 

■ルームカメラ取付けキット 

トヨタ・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） 

※Bピラー取付け用 

￥5,000 5月下旬 
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