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取付説明書

●　仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
●　本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。

次のことに注意しながら取り付け作業を進めてください。
●　作業には時間がかかります。明るいうちに終了できるように余裕を持って作業してください。
●　取り付けは、車種・グレード・年式によって異なります。取り付けに関わる情報を
　　お買い上げの店より入手してください。 
●　車のインパネなどの「取り付け取り外し情報」をお買い上げの店から入手してください。　
●　動作確認の際に本機の操作を行いますので、取扱説明書も必ずお読みください。　　
●　希望する取り付け位置に対して、コードの長さが十分にあることを確認してください。　
●　接続の際は、コードに付いているラベルや本説明書を確認しながら、注意して行ってください。　
●　RCAコード、ピンコード
　　家庭用機器の信号の受け渡しに利用される、RCA社考案のコネクター付きコードをいいます。
　　カーオーディオはもちろん家庭のステレオ／ビデオ／テレビ等に幅広く採用されています。
　　白がオーディオの左チャンネル、赤が右チャンネル、黄色がビデオ信号です。
●　組み合わせる製品によって使用できない場合があります。組み合わせる製品の取付説明書も合わせてご覧ください。　
●　不明な点はお買い上げの店、インフォメーションセンターにお問い合わせください。　　

1. はじめに

ここでの説明はマルチビュー・フロントカメラ/サイドビューカメラ/マルチビュー・バックカメラ
の取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
ナビゲーション本体の取り付け、および取り付け時の注意事項に関しては、別紙のナビゲーション
の取付説明書を参照ください。

68M17216J92-0

※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

※ バックカメラの映像はナビゲーション側にのみ表示されます。
（インナーミラー側には表示されません）

車 種 年 式 型 式
ハイエース
レジアスエース
（メーカーオプションの
「バックモニター内蔵自動
防眩インナーミラー」装着車）

H25/12～現在
TRH200V･200K･211K･
　　 221K･216K･226K
KDH201V･201K･206V･
　　 206K･211K･221K

車 種 年 式 型 式

ハイエース
レジアスエース H25/12～現在

TRH200V･200K･211K･
　　 221K･216K･226K
KDH201V･201K･206V･
　　 206K･211K･221K

アルパイン
　マルチビュー・フロントカメラ/マルチビュー・バックカメラ/サイドビューカメラ

【XF11Z-HI-SF3N-NR/XF11Z-RE-SF3N-NR】

【XF11Z-HI-SF3N･SF3N-W/XF11Z-RE-SF3N･SF3N-W】

当製品の適合情報は2017年10月現在のものです。商品の仕様変更および、車両の仕様変更により予告無く変更になる場合があります。
最新の適合情報は弊社最新カタログ及びホームページ（http://www.alpine.co.jp/）にてご確認ください。

【適合への注意】
・フロントナンバープレート枠やエアロパーツが装着されている場合、フロントカメラが干渉する場合があります。
・標準ドアミラー非装着車、ドアミラーにオプションパーツが装着されている場合はサイドカメラが装着できない場合があります。
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この取付説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示
をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

誤った使用をした場合に生じる危害・損害の程度の説明

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される
内容を示しています。

お守りいただく内容の説明

必ず実行していただく強制の内容を示しています。 注意（警告を含む）しなければならない内容を示しています。

●

■

■

安全にお使いいただくために、必ずお守りください

DC12Vマイナスアース車専用です
24V車で使用しないでください。事故・火災・故障の原因になります。

取り付け・配線、取り付け場所の変更は、安全のため必ず販売店に
依頼する
取り付け、配線や取り外しには、専門技術と経験が必要です。誤った
取り付けや配線、取り外しをした場合、事故・火災・ケガ・故障の原因
となります。また、お客様ご自身による取り付け・配線は、事故・火災・
ケガ・故障の原因になります。

説明書に従って、取り付け・配線をする
作業は、手順通りに正しく行ってください。火災・事故の原因になり
ます。

配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外し
て、配線作業をする
感電・ケガの原因になります。

コード類は運転操作の妨げとならないように束ねる
ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、交通事故・
故障の原因になります。

コードの被覆がない部分はテープなどで絶縁する
ショートにより、火災や感電、故障の原因になります。

安全のため、パーキングブレーキ線を必ず接続する
交通事故の原因になります。パーキングブレーキ線の接続により、
走行中はテレビ、ビデオの画像が表示されず、音声のみとなります。
また、画面を注視する必要がある複雑な機能は操
作できないようになっています。

ヒューズ交換は、規定容量（アンペア数）を守る
事故・火災・故障の原因になります。

電池・ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管する
誤って飲み込み、事故・ケガの原因になります。飲み込んだ場合には、
ただちに医師に相談してください。

フィルムアンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける
視界不良による事故の原因になります。

取り付けと配線が終わったら、電装品が元通り正常に動作するか
確認する
正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、交通事故の原因
になります。

分解・改造をしない
特にコードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、絶対に
おやめください。事故・火災・感電の原因になります。

視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる
場所、同乗者に危険を及ぼす場所には、取り付けない
事故・ケガの原因になります。

取り付け・アース接続には、ハンドル・ブレーキ・タンクなどのボルト
やナットを使わない
制動不能・火災の原因になります。

助手席エアバッグの近くに取り付け・配線をしない
エアバッグの動作を妨げ、死亡事故・ケガの原因になります。

車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つ
けない
事故・火災の原因になります。

車体のネジを使用して取り付けを行うときは、ネジが緩まない
ように確実に締め付ける
ネジが緩み、事故・故障の原因になります。

コード類を車体やネジ部分、シートレールなどの可動部には
さんだり、突起部に当てないよう配線する
断線やショートにより、感電・火災の原因になります。

付属部品を指定通りに使い、確実に固定する
付属の部品以外の使用や指定用途以外の使用は、機器内部の部品
を損傷したり、しっかりと固定できずに外れたりして運転の妨げ
となり、事故・故障の原因になります。

コード類は絶対に途中で切断しない
コード類にはヒューズがついている場合があるため、保護回路
が働かなくなり、火災の原因になります。

コード類の配線は、車体の高温部に接触させない
火災や感電の原因になります。

水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けない
火災・故障の原因になります。

通風孔・放熱板をふさがない
火災・故障の原因になります。

禁止（してはいけないこと）を示しています。
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構成部品 ※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

必要工具

カメラ 電源ユニット サイドビューカメラ延長コード カメラ取付ネジ（M3×6） タイラップ（200ｍｍ）

×1 ×1 ×1 ×2 ×5

ミラーカバー ブラケット カメラ取付ねじ（M3×8） トラストルクスねじ（M5×16）黒 ワッシャー（M5）

×1 ×1 ×4 ×2 ×2
スプリングワッシャー（M5） ナット（M5） パックプライマー 型紙 トルクスねじ（M5×14）

×2 ×2 ×1 ×1 ×4
ボルトキャップ

×2

カメラ カメラ取付ネジ カメラ延長コード ナンバーブラケット バンドクランプ

×1 ×2 ×1 ×1 ×10
取扱説明書 保証書 カメラ取り付け台固定用タッピングネジ 角度調整用特殊ネジ 取り付け金具

×1 ×1 ×4 ×4 ×1
カメラ取り付け台 六角レンチ コルゲートチューブ（2m）

×1 ×1 ×1

プラスドライバー 、マイナスドライバー、クリップはずし、10・14mmレンチ、カッターナイフ、マスキングテープ、プライヤー、
定規、ドリル（φ3・6・20ｍｍ）、六角レンチ、トルクスドライバー (T25)、保護メガネ、保護手袋（軍手など）

■マルチビュー・フロントカメラ

■サイドビューカメラ

 部の部品は使用しません。

 部の部品は使用しません。

■サイドビューカメラ・パーフェクトフィット

【XF11Z-HI-SF3N-NR･SF3N･SF3N-W/XF11Z-RE-SF3N-NR･SF3N･SF3N-W共通部品】
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取付説明書 保証書

×1 ×1

タイラップ（200ｍｍ） タイラップ（150ｍｍ） タイラップ（100ｍｍ） クッションテープ（75ｍｍ×250ｍｍ）

×5 ×10 ×10 ×1

取付パネルA 取付パネルB なべ小ねじ（M3×5） 両面テープ（30ｍｍ×30ｍｍ） 型紙

※カットして
　使用します。

×1 ×1 ×1 ×1 ×1

ダイレクト接続ケーブル

×1

カメラ カメラ変換ケーブル カメラ取り付けネジ バンドクランプ

×1 15cm　×1 ×4 ×5

■説明書/保証書

■KTD-ナビAccessory

【XF11Z-HI-SF3N･SF3N-W/XF11Z-HI-SF3N･SF3N-W専用部品】
■マルチビュー・バックカメラ

■バックビューカメラスマートインストールキット

■ダイレクト接続ケーブル
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2. 基本接続図
■基本接続図

アースコード

カメラ延長ケーブル

<ナビゲーション本体背面>［別売］

電源コード

ACC電源コード 赤

カメラコード

サイドビューカメラ
（HCE-CS1000）

マルチビュー・
フロントカメラ

フロントカメラ接続端子
（FRONT CAMERA）

OK OK

OK

OK

OK OK

OK

OK

リアカメラ接続端子
（REAR CAMERA）

黄 黄
カメラ用ビデオ入力端子
(CAMERA IN) CAMERA OUT

ACC電源コード赤

黒
車両の金属部分へ

別売製品の
各電源へ

サイドビューカメラ
延長コード電源ユニット

マルチビュー・バックカメラ 

ダイレクト接続ケーブル  カメラ変換ケーブル

＜XF11Z-HI-SF3N・SF3N-W/XF11Z-RE-SF3N・SF3N-Wの場合＞
※マルチビュー・バックカメラを接続する

※映像取り出しケーブルを接続する
＜XF11Z-HI-SF3N-NR/XF11Z-RE-SF3N-NRの場合＞

映像取り出しケーブル
（ナビゲーション付属） バックミラー裏側の

車両12Pコネクター

車両12Pコネクター

OK

OK

OK

OK

OK

OK

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

（誤接続を防ぐために、接続するごとに  に  点をつけてください）
※詳細な接続方法は各製品の取付説明書をあわせて参照してください。
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3. 取付要領

❼フロントバンパー

❻クリップ 7ヵ所

❼ボルト 3ヵ所

❸ボルト 2ヵ所

❾ねじ 2ヵ所

❽カバー

❺サイドステップ（L・R)

❷フロントグリル

❶クリップ 4ヵ所

❹クリップ 4ヵ所

❶ねじ　2ヵ所
❼ドアミラー

❸三角パネル
　（フック3ヵ所） 

❺ドアトリム
　（クリップ12ヵ所） 

❹ねじ1ヵ所

❷パワーウインドウスイッチパネル
　（フック7ヵ所） 

❻ナット
　（3ヵ所） 

■フロントバンパー周り
1. 左図を参照して車両部品を外します。番号順に取り外し
てください。

注意
●キズ防止のため、要所をマスキング
テープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。

Memo
各ガーニッシュ取り外しには、クリップ
はずしを使用します。

■ドア周り
1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外し
てください。

注意

●キズ防止のため、要所をマスキング
テープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。
●❻ナットを取り外す際は、❼ドアミラー
が落下しないように支えながら作業を
してください。
●外したドアミラーはキズ防止のため、
塗装面と可動部分全てを養生処理して
ください。
●サイドバイザー装着車の場合、サイド
バイザーと干渉しないようにドアミ
ラーを取り外してください。

ここではマルチビュー・フロントカメラ・サイドビューカメラの取り付けについての説明のみ記載いたします。
インパネ周りの取り外しに関しては、ナビゲーションの取付説明書を参照してください。
ここでの説明は標準ボディ幅の車両となっていますが、ワイドボディ車も同様の手順で取付してください。

1. 車両部品の取り外し
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❺カバー
 （フック 4ヵ所） 

❷カバー（フック 1ヵ所） 

❼ホルダー（ねじ 1ヵ所） 

❽エアコンスイッチノブ

❾Bピラーガーニッシュ（クリップ 4ヵ所）
※浮かせるだけにします 

❻クリップ 3ヵ所 

❶クリップ 2ヵ所

❸ねじ 1ヵ所

❹シートベルト

❷リアステップガーニッシュ
　（クリップ 10ヵ所）  

❶フロントステップガーニッシュ
　（クリップ 3ヵ所、フック 2ヵ所） 

❷カバー
（フック 2ヵ所）

❸シートベルト
（ボルト 2ヵ所）  

❹サイドパネル
（クリップ 21ヵ所、フック 2ヵ所）  

❶バックドアスカッフプレート
（クリップ ６ヵ所）  

❺ピラーパネル
（クリップ 6ヵ所）  

■車両サイド周り
（ マルチビュー・バックカメラを取り付ける
場合のみ取り外します）

【車両サイド周り】
1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り
外してください。

注意
●キズ防止のため、要所をマスキング
テープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。

Memo
各ガーニッシュ取り外しには、クリップ
はずしを使用します。

注意
●キズ防止のため、要所をマスキング
テープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。

Memo
各ガーニッシュ取り外しには、クリップ
はずしを使用します。

注意
●キズ防止のため、要所をマスキング
テープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。

Memo
各ガーニッシュ取り外しには、クリップ
はずしを使用します。
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❺バックドアトリム
（クリップ 18ヵ所）  

❷オープナー❶ねじ 1ヵ所  

❸ねじ 1ヵ所  

❹ベルト 

❻ナット　５ヵ所

❼ガーニッシュ
（クリップ 2ヵ所）  

ブラケット

カメラ
上

カメラのコード

カメラのコードが上になるように組みます。

上

ねじ穴位置

カメラ取付ねじ

【リアゲート周り】
1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り
外してください。

注意
●キズ防止のため、要所をマスキング
テープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。

Memo
各ガーニッシュ取り外しには、クリップ
はずしを使用します。

注意

●キズ防止のため、要所をマスキング
テープなどで保護し樹脂リムーバーを
使用して取り外してください。
●ナットの紛失にご注意ください。

2. サイドビューカメラの取り付け
■カメラの取り付け
1. ブラケットにカメラを取り付けます。

注意 カメラの取付け方向に注意してください。
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カメラ

ミラーカバー

ボス 

切り欠きをボスに合わせます。

カメラ取付ねじ

カメラ取付ねじ

ドアミラー本体

プレートピボット

ガイド

ミラー部

フック

保護テープ

保護テープ

＜A-A’断面図＞
手前側から外します。

A

A’

A A’

❶ミラー部
　（フック 4ヵ所、
     ガイド 2ヵ所）

❷トルクスねじ3本
　（再使用しません）

ドアミラー本体

ビニールテープを
取り外してください。

❸ドアミラーステー

2. ミラーカバーにカメラを取り付けます。

■ドアミラーの穴あけ加工
1. ミラー部をドアミラー本体から取り外します。

注意

●ミラー塗装面のキズ防止のため、マス
キングテープなどで保護してください。
●ミラー部及び機構破損のおそれがある
ため、必ずフック（4ヵ所）をマイナス
ドライバーで外し、ミラー部を取り外
してください。
●ミラー部を取り外す際は、保護手袋を
着用してください。

Memo

マイナスドライバーをミラー部とプレート
ピボットの間に挿入してフック（4ヵ所）の
嵌合を外してください。

2. ドアミラー本体からドアミラーステーを取り外します。

注意 取り外したトルクスねじは再使用しません。

Memo

トルクスドライバー（T25）を必ず使用し
て脱着してください。
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❹トルクスねじ1本
　（再使用しません）

❺ドアミラー金具ドアミラー本体

ドアミラー本体

❻ねじ　4ヵ所

❼ドアミラーモーター部

 

型紙

ドアミラー
本体底面

R止まりに型紙の端を
合わせます。

R止まり位置

このラインをR止まりに
合わせます。

穴に型紙を合わせます。

先端から10mmの位置にドリルストッパーを装着します。
無い場合は、マスキングテープを十分な厚みが確保でき
るようにしっかり巻きます。

10ｍｍ

ドリルストッパー

φ6φ20

ドアミラー本体

ドアミラーモーター部

3. ドアミラー金具を取り外します。

注意 取り外したトルクスねじは再使用しません。

4. ドアミラー本体からドアミラーモーター部を取り外し
ます。

5. ドアミラー本体底面のパーティングラインに合わせて
型紙を貼り付けます。

6. ドアミラーモーター部に切削粉が入らないように保護
し、型紙に合わせて穴をあけます。  

注意

●ケガ防止のため保護メガネ・保護手袋
を着用し、刃物の取扱いに注意してく
ださい。
●電動ドリルの刃が、ドリルストッパー
をつけた位置よりも奥に入らないよう
に注意してください。奥に入るとミラー
内部を破損するおそれがあります。
●電動ドリルは、必ず穴あけ面に対して
垂直に当ててください。
●電動ドリルで他の車両部品を傷付けな
いよう十分注意してください。
●ドアミラーに付着した切削粉は、エアー
などで確実に取り除いてください。
●加工穴断面及び周辺に市販のタッチ
アップペイントをしっかり塗り、十分
に乾燥させてください。

Memo

●穴あけ位置が曲面になっているため、
必ず下穴を開けてから穴をあけます。

●キズ防止のため、ドアミラーをマスキン
グテープなどで保護してください。

7. 開口部周辺をマスキングテープで保護します。
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プライマー塗布部分

※パックプライマーは
　塗装面には使用しないでください。

ナット（M5）

ワッシャー
（M5）

スプリングワッシャー
（M5）

トラストルクスねじ
（M5×16）

ミラーカバー

ドアミラー本体

サイドビューカメラのコードを
穴に通します。

ボルトキャップ

ドアミラー本体

ドアミラーモーター部

カメラのコード

カメラのコード

タイラップ

車両ハーネス

＜ドアミラーモーター部裏側＞

■ドアミラー本体への取り付け
1. ドアミラー本体底面のマスキングテープをはがし、左図
に示した  部にパックプライマーを塗布します。

注意

●貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に取
り除いてから貼り付けてください。
●必ずパックプライマーを使用してください。
●塗装面にはパックプライマーが付着しな
いように注意してください。
●パックプライマーはその他の工程には使
用しないでください。

2. ミラーカバーの剥離紙をはがし、ドアミラー本体に
ミラーカバーを取り付けます。

注意
トルクスねじは、「1.0～1.5N･m」で
締め付けてください。

Memo

●貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全
に取り除いてから貼り付けてください。
●ミラーカバーの位置がずれないように、
位置合わせの目安を決めてから貼り付
けてください。
●ミラーカバーの貼り直しを行った場合
は接着力が落ちてしまいます。

3. ドアミラーモーター部裏側の車両ハーネスに沿って、
カメラのコードを通します。

4. ドアミラーモーター部を元に戻します。

注意
カメラのコードが、かみ込まないように
復元してください。
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ドアミラー金具の中を
通します。

車両ハーネス

カメラのコード

ドアミラー本体

カメラのコード

カメラのコード

車両ハーネス

ゴム部分

車両ハーネス

カメラのコード

ドアミラー本体

❷トルクスねじ1本
　（キットに付属）

❶ドアミラー金具

❹トルクスねじ3本
　（キットに付属）

❸ドアミラーステードアミラー本体

5. 車両ハーネスに沿ってカメラのコードを、ドアミラー
金具に通します。

注意

●配線をキズ付けないように注意してく
ださい。
●カメラのコードの端子を変形させない
ように十分注意してください。

6. ゴム部分をめくりカメラのコードを、ミラー側から車室
内側へ通します。

7. キットに付属のトルクスねじを使用して、ドアミラー
金具を復元します。

注意

●必ずキットに付属のトルクスねじを使
用してください。
●トルクスねじは、「3.4～4.1N･m」
で締め付けてください。

Memo

ドアミラー金具取り付け前に、配線や異物
が可動部にかみ込んでいないことを確認し
てください。

8. キットに付属のトルクスねじを使用して、ドアミラー
とドアミラーステーを復元します。

注意

●必ずキットに付属のトルクスねじを使
用してください。
●トルクスねじは、「3.4～4.1N･m」
で締め付けてください。

Memo

カバー取り付け前に、配線や異物が可動部
にかみ込んでいないことを確認してくだ
さい。
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カメラのコード

テープ

車両ハーネス

ミラー部

ドアミラー本体

ドアパネル

ナット

車両ハーネス

車両ハーネス

カメラのコード

9. カメラのコードと車両ハーネスを、左図の位置にテー
プで固定します。

10. ミラー部を復元します。

注意

●無理な押し込みは鏡面破損の原因とな
るため、嵌合音の確認ができない場合
は、一度ミラー部を外し再度フック位
置を確認して押し込んでください。
●ミラー部を取り付ける際は保護手袋を
着用してください

Memo
ミラーは「パチッ」と嵌合音がするまで
押し込んでください。

11. ドアミラー本体をドアパネルに復元し、車両ハーネス
を接続します。

注意
カメラのコードが、かみ込まないように復
元してください。

Memo
ナット取付時のトルクは、「8.0N・m」
で締め付けてください。
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タイラップ

タイラップ

グロメット

ドアブーツ

カメラのコード

サイドビュー
カメラ延長コード

ビニールテープを
取り外してください。

接続します

グロメットとドアブーツに
サイドビューカメラ延長コードを通します。

サイドビューカメラ
延長コードコルゲートチューブ

※フロントバンパー内側の
　コード部に巻いてください。

タイラップ

車両ハーネス

コルゲートチューブは
この部分から巻き始めます。

■サイドビューカメラ延長コードの配線
1. カメラのコードとサイドビューカメラ延長コードを接続
し、車両ハーネスに固定します。

2. グロメットを取り外してビニールテープを取り外します。
3. サイドビューカメラ延長コードをグロメットに通し、ビ
ニールテープを元通りに巻きます。

4. ドアブーツ内にサイドビューカメラ延長コードを通し、
ラジエタールームへ配線します。

注意

●ケーブルはドアの開け閉め時に挟んだ
り張りすぎたりしないように、適度な
余裕を持たせて通してください。
●配線やグロメットをキズつけないよう
に注意してください。

5. ジャンクションボックスのカバーを開き、サイドビュー
カメラ延長コードを車両ハーネスに固定します。

注意

サイドビューカメラ延長コード保護のため、
必ずコルゲートチューブを使用してください。
（必要な長さにカットして使用してください）

  

サイドビューカメラ
延長コード

コルゲートチューブ
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サイドビューカメラ延長コード

グロメットを切り取ります。

タイラップ

コルゲートチューブ
コルゲートチューブは
この部分まで巻きます。

タイラップ

車両ハーネス

サイドビューカメラ
延長コード

サイドビューカメラ
延長コード

電源ユニット

6. ラジエタールーム助手席側奥にあるグロメットをカッ
ターなどで切り取ります。

注意

●ラジエタールーム内が十分冷えている
ことを確認してから作業をおこなって
ください。
●保護手袋を着用し、刃物の取扱いに注意
してください。

7. 切り取った部分からサイドビューカメラ延長コードを、
車室内側へ引き込みます。

注意
針金を使用して車室内側へ引き込む際は、
グロメットが破損しないよう慎重に作業を
おこなってください。

8. サイドビューカメラ延長コードを車両ハーネスに沿って、
グローブボックス奥まで配線します。

■電源ユニットの設置
1. 接続図を参照し、電源ユニットにサイドビューカメラ
延長コードを接続します。
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電源ユニットの
RCAコード

電源ユニットの
アースコード

サイドビュー
カメラ延長コード

タイラップ

余長を束ねます。

電源ユニット車両ハーネス

F

余長を束ねます。

タイラップ

電源ユニットの
ACC電源コード

カメラ取付ネジ

カメラのコードが上になる
ように組みます。

ナンバーブラケット

カメラ

上

上
カメラのコード

ネジ穴位置

2. 電源ユニットをグローブボックス部の車両ハーネスに
固定します。

3. 電源ユニットのアースコードを車両のアースポイント
に接続します。

注意 必ずテスターで導通の確認をしてください。

4. 余長を図の位置に束ねて収納します。

3. マルチビュー・フロントカメラの取り付け

■カメラの取り付け
1. ナンバーブラケットにカメラを取り付けます。

注意 カメラの取り付け方向に注意してください。
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ナンバープレート

車両ボルト
ナンバーブラケット

タイラップ

クッションテープ（4ヵ所）

カメラのコード

＜カメラコード固定位置：フロントバンパー裏側＞

バンパー裏側へ
配線します。

ナンバーブラケットの穴は一番下側を使用します。

ナンバーブラケット カメラ

ナンバープレート

カメラ延長ケーブル

ケーブルを引き
出します。

ねじ 2ヵ所
接続します

フロントバンパー

タイラップ
カメラのコード

タイラップ

カバー（L・R）

コルゲートチューブ
※カメラ延長ケーブルに
　巻いてください。

コルゲートチューブは
この部分から巻き始め
ます。

2. カメラのコードをバンパー裏側へ配線します。
3. ナンバーと車両バンパーの間にナンバーブラケットを
共締めにして車両ボルトで固定します。

4. フロントバンパー裏側にカメラのコードを固定します。

■カメラ延長ケーブルの配線
1. カメラのコードとカメラ延長ケーブルを接続します。

注意

カメラ延長ケーブル保護のため、必ず
コルゲートチューブを使用してください。
（必要な長さにカットして使用してください）

       

カメラ
延長ケーブル

コルゲートチューブ

2. フロントバンパー裏側にカメラ延長ケーブルを固定し、
エンジンルーム内に引き出します。

3. 車両部品のフロントバンパーとカバー（L・R）を復元
します。
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タイラップ

フロントカメラ延長コード

フロントカメラ延長コード

コルゲートチューブ

コルゲートチューブは
この部分まで巻きます。

カメラ延長ケーブル

余長を束ねます。

タイラップ

ガーニッシュ

型紙

切り取り位置

ガーニッシュのアウトラインに
合わせます。

＜下から見た図＞

64mm28mm

35mm

4. グロメットを切り取った部分から、カメラ延長ケーブ
ルを車室内側へ引き込みます。

注意
針金を使用して車室内側へ引き込む際は、
グロメットが破損しないよう慎重に作業を
おこなってください。

カメラ延長ケーブル

タイラップ

配線完了後に、市販のシーリング剤
などで防水処理をします。

5. カメラ延長ケーブルをオーディオ取付部まで配線します。

4. マルチビュー・バックカメラの取り付け（マルチビュー・バックカメラを取り付ける場合のみ）

■ガーニッシュの加工
1. 巻末の型紙を切り取ってガーニッシュに合わせ、ガー
ニッシュを加工します。

注意
加工の際、保護メガネ（ゴーグルなど）・保
護手袋（軍手など）を着用し刃物の取り扱
いに注意してください。
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取付パネルB

カメラ開口部

取付パネルA

カットした
両面テープで
貼り付けます。
※右図参照

取付パネルA

ガーニッシュと取付パネルＡの
端を合わせます。

＜合わせ位置＞ （上から見た図）

・上記以外の車両

・H25/12マイナーチェンジ以降でメーカーオプションの
  「スマートエントリー& スマートシステム」装着車両

取付パネルA

2mm

ガーニッシュと取付パネルＡの
端を合わせます。

取付パネルＡ

カメラのコード

上

カメラ

なべ小ねじ
（M3×5）

カメラ取り付けネジ

カメラのコード

グロメット

タイラップ

グロメット

グロメットに切り込みを入れコードを通します。

カメラのコード

■マルチビュー・バックカメラの取り付け
1. カメラ開口部に取付パネルAと取付パネルBを取り付け
ます。

取付パネルA裏面

両面テープ（30×10mm）

＜両面テープ貼り付け位置＞

外端から2ｍｍ
程度あけます。

7ｍｍ程度あけます。

注意

●保護メガネ（ゴーグルなど）・保護手袋
（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注
意してください。
●取付パネルBのツメが取付パネルAに
しっかりとかかっていることを確認して
ください。
●取り付け時に破損しないように注意して
ください。

2. カメラを取付パネルAに取り付けます。

3. 既存のグロメットに切り込みを入れ、カメラのコード
を通します。

注意
加工の際、保護手袋（軍手など）を着用
し刃物の取り扱いに注意してください。
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ナット ５ヵ所

ガーニッシュ

市販のシーリング剤
などで防水処理をします。

< リアゲート内側 >

＜室内側から見た図＞
カメラのコード

クッションテープダイレクト接続ケーブル

タイラップ

コードはチューブ
の中を通します。

タイラップ
タイラップ

タイラップ

クッション
テープ

ダイレクト接続ケーブル

車両ハーネス

＜室内側から見た図＞

F

4. コードをリアゲートの穴に通し、グロメットを取り付
けます。

5. リアゲートにガーニッシュを取り付けます。
6. リアゲート内側からグロメットを防水処理します。

■ダイレクト接続ケーブルの配線
1. カメラのコードとダイレクト接続ケーブルを接続します。
2. ダイレクト接続ケーブルをリアゲート内側から車室内
へ配線します。

3. 車両ハーネスに沿わせながら室内左側を通し、車両前方
へ配線します。

Memo
車両ハーネス固定部に近い位置でコード
を固定してください。
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クッションテープ クッションテープ

フロアーカーペット

ダイレクト接続ケーブル
F

ダイレクト接続ケーブルを
フロアーカーペットの下側に通します。

F

ダイレクト接続ケーブル

ダイレクト接続ケーブル

クッションテープ

Bピラーガーニッシュ

＜上側から見た図＞

Fクッションテープ

F

ダイレクト接続ケーブル

タイラップ

タイラップ

タイラップ

車両ハーネス

注意
ステップガーニッシュのクリップ位置を
さけ、復元の際に配線がかみ込まないよ
うに固定してください。

注意
Bピラーガーニッシュのクリップ位置を
さけ、復元の際に配線がかみ込まないよ
うに固定してください。
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ダイレクト接続ケーブル

タイラップ

タイラップ

タイラップ

タイラップ
クッションテープ

ボルトを外してケースを浮かせ、
ケースの下側に通します。

F

＜助手席左側＞

ダイレクト接続ケーブル

車両ハーネス
タイラップ

タイラップ

カメラ変換ケーブルダイレクト接続ケーブル

4. ダイレクト接続ケーブルを助手席左側のケース下側に
通します。

Memo
復元の際に配線がかみ込まないように固
定してください。

5. ダイレクト接続ケーブルをオーディオ取付スペース内
へ配線します。

Memo
同じ位置に配線するユニットをすべて取
り付けてから、配線を固定してください。

■カメラ変換ケーブルの接続
1. ダイレクト接続ケーブルにカメラ変換ケーブルを接続
します。
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4. 接続確認 /システム設定

■車両部品の復元
1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

注意
ケーブル類を挟み込まないようにしてく
ださい。

■動作確認
1. 電源が入ることを確認します。

注意
バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリング
が0時の位置に合っていることを必ずご確認ください。

2. 「4. 接続確認/システム設定」を参照し、接続状況を確認します。

5. 車両部品の復元/動作確認

■車種専用チューニングを行います
本製品には下記の車種専用チューニングデータを格納しております。

　1.　    　 （メニュー）スイッチ ▶　設定　▶　車種専用チューニング　▶　車種選択　▶　リストから選択
　2.　メーカーを選択 ▶　決定　▶　車種を選択　▶　決定
　3.　接続機器の設定 ▶　決定
　　　　・リアカメラ接続 　： XF11Z-HI-SF3N・SF3N-W/XF11Z-RE-SF3N・SF3N-Wの場合   HCE-C2000RD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　： XF11Z-HI-SF3N-NR/XF11Z-RE-SF3N-NRの場合   純正バックカメラ
　　　　　　 ※設定画面でHCE-C2000RDシリーズが表示されない場合は、カメラが正常に接続されているか確認してください。

　　　　・インターフェースボックス接続 ：　なし　
　　　　・サイドカメラ接続 　：　HCE-CS1000　
　　　　・サブウーファー  　：　あり　または　なし
　　　　・ステアリングリモコン 　：　設定する　　
　　　　・リアビジョン  　：　あり　または　なし
　　　　　　  ※リアビジョン設定がある車種を選択し、リアビジョンリンク対応リアビジョンを設定している場合のみリアビジョン選択画面が表示されます。

　4.　設定内容を確認 ▶　決定　▶　メッセージを確認　▶　はい

【操作手順】
　 製品起動時に「ようこそ」画面が表示された場合は  はじめる  に
タッチしてください。（車種専用チューニング画面へ移行します）
「ようこそ」画面が表示されない場合は以下手順で設定を行って
ください。

● マルチビュー・フロントカメラ（HCE-C2500FDシリーズ）接続時は自動的に「フロントカメラ接続  あり  」に設定さ
れます。
● マルチビュー・バックカメラ（HCE-C2000RDシリーズ）は、ナビゲーションとの接続時のみ接続設定できる仕様となっ
ているため、車両への取付後に必ず「リアカメラ接続  HCE-C2000RD  」を選択して車種専用チューニングを行ってく
ださい。（カメラのモデル名を正しく設定しないとカメラガイド線が正しく表示されません）

注意

●カメラの接続は必ずナビゲーション本体に通電する前に行ってください。（ナビゲーションに通電、起動時
にカメラを自動認識します）正しくカメラ画像が表示されない場合は、各カメラが正常に接続されているか
確認してください。
●カメラの各種設定の詳細についてはナビゲーションの取扱説明書のP124～「６．設定・調整　各種設定-
接続機器 設定画面について」をあわせて参照してください。

リアカメラ接続 インターフェースボックス接続 サイドカメラ接続 サブウーファー ステアリングリモコン
純正バックカメラ なし なし なし 設定する

【初期設定時の各設定項目】

【格納車種】
＜ハイエース専用モデル＞
 ・ハイエース（標準ボディ） 【200系】 （初期設定） 
 ・ハイエース DARK PRIME （標準ボディ） 【200系】
 ・ハイエース（ワイドボディ） 【200系】

＜レジアスエース専用モデル＞
 ・レジアスエース （標準ボディ） 【200系】（初期設定）
 ・レジアスエース DARK PRIME（標準ボディ）【200系】
 ・レジアスエース（ワイドボディ） 【200系】



＜電話でのお問い合わせ＞
　TEL：0570-006636
　※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
　 （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
＜メールでのお問い合わせ＞
　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。

● 電話受付時間（日曜・祝日・弊社休業日を除く）
　 月曜～金曜日 9：30～17：30
　 土曜日 9：30～12：00 / 13：00～17：00
　 ＜FAXでのお問い合わせ＞
　 　FAX：045-522-8700

● アルパインホームページ　http://www.alpine.co.jp
　 アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介しています。

（平成29年5月1日現在）


