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アクア（MC前） H23/12～H26/12
（マイナーチェンジ前）NHP10 X8V/X8/X800 KTX-X008-AQ ¥16,000  □※  ○  ― 

パネルカラー：ブラック（シボなし）
※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。
H26/12 マイナーチェンジ後の車両についてはパネル形状が異なるため取付

）可付取はドーレグL/s'G（。んせまきでけ
※ステアリングスイッチ装着車は、KTX-Y502R（別売）使用によりステアリング
スイッチが使用可能になります。ナビレディパッケージ装着車はKWX-Y300NR
（別売）使用により純正バックカメラを接続できます。

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

X8V/X8/X800
X008シリーズ
X088シリーズ

KTX-800-AV ¥18,000  ○   ○  ― 

パネルカラー：メタリックブラック
※X088シリーズと組み合わせ時はステアリングリモコン変換アダプタ（KTX-
Y301R）が別途必要です。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 H28/7～現在 GGH30W/GGH35W/
AGH30W/AGH35W

パネルカラー：メタリックブラック
※X088シリーズと組み合わせ時はステアリングリモコン変換アダプタ（KTX-
Y301R）が別途必要です。
X8Vのみ車種専用データを格納しています。

アルファード（20系） H20/5～H27/1 GGH20W・25W/ANH20W・25W
X8V/X8/X800 KTX-X008-AL ¥16,000  ○  ○  ― 純正スライドドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属

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（10/15系） H17/4～H20/5　　　　
（マイナーチェンジ後）

ANH10W・15W 
MNH10W・15W X8V/X8/X800 KTX-X008-ALK ¥16,000  □※  ○  ― 

H17年4月19日のマイナーチェンジ以降の車両に適合します。マイナーチェンジ
以前（H14/5～H17/4）の車両はインパネ形状が違うため取付けできません。 
※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。
※ステアリングスイッチ装着車は、KTX-Y501R（別売）使用によりステアリング
スイッチが使用可能になります。

ヴェルファイア（30系） H27/1～現在 GGH30W/GGH35W/
AGH30W/AGH35W

X8V/X8/X800
X008シリーズ
X088シリーズ

KTX-800-AV ¥18,000  ○   ○  ― 

パネルカラー：メタリックブラック
※X088シリーズと組み合わせ時はステアリングリモコン変換アダプタ（KTX-
Y301R）が別途必要です。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 H28/7～現在 GGH30W/GGH35W/
AGH30W/AGH35W

パネルカラー：メタリックブラック
※X088シリーズと組み合わせ時はステアリングリモコン変換アダプタ（KTX-
Y301R）が別途必要です。
X8Vのみ車種専用データを格納しています。

ヴェルファイア（20系） H20/5～H27/1 GGH20W・25W/ANH20W・25W
X8V/X8/X800 KTX-X008-VE ¥16,000  ○  ○  ― 純正スライドドアスピーカーをフルレンジ化するクロスオーバーキャンセラー付属

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（70系） H19/6～H26/1 ZRR70G・70W・75G・75W
X8V/X8/X800 KTX-X008-VO ¥16,000  ○  ○  ― ステアリングリモコンはH22年4月27日からマイナーチェンジ以降の純正ステア

リングスイッチ付車に適合します。H24/10～H25/5 ZRR70W・75W
H25/5～H26/1 ZRR70W・75W

ヴォクシー（80系） H26/1～現在 ZRR80G・85G

X8V/X8/X800
X088シリーズ KTX-800-NV-MB ¥20,000 □※  ○  ― 

パネルカラー：メタリックブラック
ステアリングリモコン変換ケーブルは別売です。（X088シリーズとの組み合わ
せ時はKTX-Y301R、X8V/X8/X800シリーズとの組み合わせ時はKTX-
Y501Rが適合いたします）
※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。 別売のKTX-Y401R
使用によりソース切り替え・トラックアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウ
ン・ミュートも操作可能になります。
※X8V/X8/X800シリーズ以外は車種専用チューニングは格納しておりません。

ヴォクシーZS（80系） H26/1～現在 ZRR80W・85W

ヴォクシー ハイブリッド（80系） H26/2～現在 ZWR80G

ヴォクシー ハイブリッドZS（80系） H28/1～現在 ZWR80W

H26/11～現在 ZRR80W・85W

ヴォクシー H28/7～現在 RR80W・85W
パネルカラー：メタリックブラック
ステアリングリモコン変換ケーブルは別売です。（X088シリーズと組み合わ
せ時はKTX-Y301R、X8/X800/X008シリーズとの組み合わせ時はKTX-
Y501Rが適合いたします。
※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。 別売のKTX-Y401R
使用によりソース切り替え・トラックアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウ
ン・ミュートも操作可能になります。
X8Vのみ車種専用データを格納しています。

ヴォクシー ハイブリッド H28/7～現在 ZWR80W

ヴォクシーG's H28/4～現在 ZRR80W

エスクァイア H26/10～現在 ZRR80G・85G
X8V/X8/X800
X008シリーズ
X088シリーズ

KTX-800-NV-MB ¥20,000  □※  ○  ― 

パネルカラー：メタリックブラック　
ステアリングリモコン変換ケーブルは別売です。（X088シリーズとの組み合わ
せ時はKTX-Y301R、X8V/X8/X800/X008シリーズとの組み合わせ時は
KTX-Y501Rが適合いたします）
※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。別売のKTX-Y401R
使用によりソース切り替え・トラックアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウ
ン・ミュートも操作可能になります。
※X8V/X8/X800シリーズ以外は車種専用チューニングは格納しておりません。

エスクァイア ハイブリッド H26/10～現在 ZWR80G

エスティマ（中期） H20/12～H24/5 ACR50W・55W/GSR50W・
55W X8V/X8/X800 KTX-X008-ES-M ¥16,000  ○  ○  ― 

ステアリングリモコンはH20年12月～H24年5月までの純正ステアリングスイッチ
付車に適合します。
パネルカラー：ガンメタリック（純正近似色）エスティマ ハイブリッド（中期） H20/12～H24/5 AHR20W
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エスティマ（後期） H24/5～H28/6 ACR50W・55W/GSR50W・
55W X8V/X8/X800 KTX-X008-ES ¥16,000  ○  ○  ― 

H24年5月8日のマイナーチェンジ以降の純正ステアリングスイッチ付車に適合
します。
パネルカラー：ブラックメタリック（純正近似色）　エスティマ ハイブリッド（後期） H24/5～H28/6 AHR20W

カローラフィールダー H24/5～現在 ZRE162G/NZE161G・164G
X8V/X8/X800 KTX-X008-CF ¥16,000  ○  ○  ― パネルカラー：ピアノブラックカローラフィールダー ハイブリッド H25/8～現在 NKE165G

ノア（70系） H19/6～H26/1 ZRR70G・70W・75G・75W X8V/X8/X800 KTX-X008-NO ¥16,000  ○  ○  ― ステアリングリモコンはH22年4月27日からマイナーチェンジ以降の純正ステア
リングスイッチ付車に適合します。　

ノア（80系） H26/1～現在 ZRR80G・85G

X8V/X8/X800
X088シリーズ KTX-800-NV-MB ¥20,000 □※  ○  ― 

パネルカラー：メタリックブラック
ステアリングリモコン変換ケーブルは別売です。（X088シリーズとの組み合わ
せ時はKTX-Y301R、X8V/X8/X800シリーズとの組み合わせ時はKTX-
Y501Rが適合いたします）
※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。別売のKTX-Y401R
使用によりソース切り替え・トラックアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウ
ン・ミュートも操作可能になります。
※X8V/X8/X800シリーズ以外は車種専用チューニングは格納しておりません。

）系08（iSアノ H26/1～現在 ZRR80W・85W

ノア ハイブリッド（80系） H26/2～現在 ZWR80G

）系08（iSドッリブイハ アノ H28/1～現在 ZWR80W

H28/4～現在 ZRR80W

パネルカラー：メタリックブラック
ステアリングリモコン変換ケーブルは別売です。（X088シリーズとの組み合わ
せ時はKTX-Y301R、X8V/X8/X800シリーズとの組み合わせ時はKTX-
Y501Rが適合いたします）
※純正ステアリングスイッチは音量のみ操作可能です。別売のKTX-Y401R
使用によりソース切り替え・トラックアップ/ダウン・プリセットチャンネルアップ/ダウ
ン・ミュートも操作可能になります。
X8Vのみ車種専用データを格納しています。

ハイエース
レジアスエース

H16/8～H25/12 KDH201V・206V・201K・206K
TRH200V・200K

X8V/X8/X800 KTX-X008-HI ¥16,000  ―  ○  ― 
※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。

H25/12～現在
（スーパーGL以外）

KDH206V・201K・206K
TRH200K

※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。別途、ラジオアンテナ変換
ケーブルが必要になります。※インパネアッパー部シルバーメタリック加飾パネ
ル装着車（スーパーGL）にはパネル形状が異なるため取付けできません。

H25/12～現在
（スーパーGL）

KDH201V・206V
TRH200V X8V/X8/X800 KTX-800-HI2 ¥16,000  ○  ○  ― 

パネルカラー：シルバー（純正近似色）
シルバーメタリック加飾パネル装着車（スーパーGL）のみ適合します。
※取付けにはインパネアッパー部シルバーメタリック加飾パネルの溶着部分を
取り外す必要があります。また、パネル切除等の加工が必要です。

ハイエース ワイド
レジアスエース ワイド

H16/8～H25/12
KDH211K・221K・223B/ 
TRH211K・221K・216K・226K・
214W・219W・224W・229W・
223B・228B X8V/X8/X800 KTX-X008-HIW ¥16,000  ―  ○  ― 

※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。

H25/12～現在
（スーパーGL/グラン
ドキャビン/GL以外）

KDH221K・223B/ 
TRH221K・226K・214W・
219W・223B・228B

※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。別途、ラジオアンテナ変換
ケーブルが必要になります。※インパネアッパー部シルバーメタリック加飾パネ
ル装着車（スーパーGL/グランドキャビン/GL）にはパネル形状が異なるため
取付けできません。

ピクシス スペース（ノーマル/カスタム）H23/9～H29/1 L575A・585A X8V/X8/X800 KTX-X008-PI ¥16,000  ―  ○  ― パネルカラー：ダークシルバー（純正近似色）

プリウス（MC前） H21/5～H23/12 
（マイナーチェンジ前）ZVW30 X8V/X8/X800  KTX-X008-PR-E ¥16,000  ○  ○  ― パネルカラー：ガンメタリック（純正近似色）

プリウス（MC後） H23/12～H27/12 
（マイナーチェンジ後）ZVW30 X8V/X8/X800 KTX-X008-PR ¥16,000  ○  ○  ― パネルカラー：シルバー（純正近似色）

プリウス PHV H24/1～H29/2　　 ZVW35

プリウスα（MC前） H23/5～H26/11
（マイナーチェンジ前）ZVW40W/41W X8V/X8/X800 KTX-X008-PRA ¥16,000  ○  ○  ― 

パネルカラー：ガンメタリック（純正近似色）
※取付けにはパネル切除等の加工が必要です。
※H26/11マイナーチェンジ後車両についてはパネル形状が異なるため取付
けできません。

マークX H21/10～現在 GRX130・133・135 X8V/X8/X800 KTX-X008-MA ¥16,000  ○  ○  ― 

マークX G's H24/10～現在 GRX130・133 X8V/X8/X800 KTX-X008-MA-PB ¥19,000  ○  ○  ― パネルカラー：ピアノブラック（純正近似色）

エルグランド H22/8～現在 PE52/TE52　PNE52/
TNE52 X8V/X8/X800 KTX-X008-EL ¥16,000  ―  ○  ― パネルカラー：ブラック

セレナ
H22/11～H28/8 C26/FC26/NC26/FNC26/

HC26/HFC26 X8V/X8/X800 KTX-X008-SE ¥16,000  ―  ○  ― 
パネルカラー：ピアノブラック（純正近似色）
※H25/12以降の車両はパネルカラーの色が異なります。
スズキ ランディ（H22/12～現在 型式：SC26/SHC26/SNC26）にも取付け可
能です。セレナ ハイウェイスター

X-トレイル H21/12～H25/12 NT31･T31･TNT31･DNT31 X8V/X8/X800 KTX-X008-XT ¥18,000  ―  ○  ― 

ダ
ン
ホ

インサイト H21/2～H26/3 ZE2・3 X8V/X8/X800 KTX-X008-IN ※1 ¥16,000  □※  ○  ― ※KTX-G501R（別売）使用により純正ステアリングリモコンに対応します。

ヴェゼル H25/12～現在
RU1・2

X8V/X8/X800 KTX-800-VZ ※2 ¥18,000  ○  ○  ― パネルカラー：つや消しブラック　
※X800には車種専用データは格納されていませんヴェゼル ハイブリッド RU3・4

ステップワゴン（MC後）　 H24/4～H27/4 RK1・2 X8V/X8/X800 KTX-X008-ST ※3 ¥16,000  □※  ○  ― パネルカラー：ダークグレー（純正近似色）
※KTX-G501R（別売）使用により純正ステアリングリモコンに対応します。

ステップワゴン スパーダ（MC後）　H24/4～H27/4 RK5・6 X8V/X8/X800 KTX-X008-STS ※3 ¥16,000  □※  ○  ― パネルカラー：シルバー（純正近似色）
※KTX-G501R（別売）使用により純正ステアリングリモコンに対応します。

フィット H19/10～H25/9 GE6・7・8・9 X8V/X8/X800 KTX-X008-FI ※1 ¥16,000  □※  ○  ― ）く除をSR（）色似近正純（クッリタメンガ：ーラカルネパ
※KTX-G501R（別売）使用により純正ステアリングリモコンに対応します。

フィット ハイブリッド H22/10～H25/9 GP1 X8V/X8/X800 KTX-X008-FIH ※1 ¥16,000  □※  ○  ― パネルカラー：シャンパンメタリック（純正近似色）
※KTX-G501R（別売）使用により純正ステアリングリモコンに対応します。

フィットRS　 H22/10～H25/9 
（マイナーチェンジ後）GE8 X8V/X8/X800 KTX-X008-FIR ※1 ¥16,000  □※  ○  ― パネルカラー：ダークガンメタリック（純正近似色）

※KTX-G501R（別売）使用により純正ステアリングリモコンに対応します。
フィットシャトル H23/6～H27/5 GG7・8

X8V/X8/X800 KTX-X008-FIS ※1 ¥16,000  □※  ○  ― パネルカラー：ブラウン（純正近似色 シボなし）
※KTX-G501R（別売）使用により純正ステアリングリモコンに対応します。フィットシャトル ハイブリッド H23/6～H27/5 GP2

フリード（中期型） H22/11～H23/10 GB3・4 X8V/X8/X800 KTX-X008-FR ※1 ¥16,000  ―  ○  ― パネルカラー：シルバー（純正近似色）

フリード（後期型） H23/11～H28/9 GB3・4
X8V/X8/X800 KTX-X008-FR ※4 ¥16,000  □※  ○  ― パネルカラー：シルバー（純正近似色）

※KTX-G501R（別売）使用により純正ステアリングリモコンに対応します。フリード ハイブリッド H23/10～H28/9 GP3

フリードスパイク H22/7～H28/9 GB3・4
X8V/X8/X800 KTX-X008-FRS ※4 ¥16,000  □※  ○  ― パネルカラー：シャンパンゴールド（純正近似色）

※KTX-G501R（別売）使用により純正ステアリングリモコンに対応します。フリードスパイク ハイブリッド H23/10～H28/9 GP3

N-BOX H23/12～現在 JF1・2

X8V/X8/X800 KTX-X008-NB ※2 ¥16,000  ○  ○  ― 
パネルカラー：つや消しブラック
ルーフサイドアンテナ仕様車は、純正アンテナ延長ケーブルが必要となります。　
※H27/2一部改良後の車両については、純正ラジオアンテナ変換が別途必
要となります。

N-BOX カスタム  
N-BOX Modulo X H23/12～現在 JF1・2

N-BOX＋ H24/7～現在 JF1・2

N-BOX＋カスタム H24/7～現在 JF1・2

キ
ズ
ス

ワゴンR（23系） H20/9～H24/9 MH23S X8V/X8/X800 KTX-X008-WR ¥16,000  ―  ○  ― パネルカラー：シルバー（純正近似色）

ワゴンR スティングレー（23系）　　　　　　　　　　　　H20/9～H24/9 MH23S X8V/X8/X800 KTX-X008-WS ¥16,000  ○  ○  ― 

パネルカラー：ブラックメタリック（純正近似色）
ステアリングリモコンは、グレードT/TS（形式CBA-MH23S）純正ステアリング
オーディオスイッチ付車に適合します。
注：ハイグレードサウンドシステム（8スピーカー）付車の場合、サブウーファーが
鳴らなくなります。サブウーファーを鳴らす場合は別途アンプ等が必要です。

ワゴンR／ワゴンR スティングレー
（34系 MC前）　　 H24/9～H26/8 MH34S

X8V/X8/X800 KTX-X008-WR2 ¥16,000  ○  ○  ― 

パネルカラー：ブラックメタリック
※ワゴンRの場合は純正パネルカラーはシルバーのため色が異なります。

ワゴンR／ワゴンR スティングレー
（34系 MC前・44系）　　　 H26/8～H29/1 MH34S・44S パネルカラー：ブラックメタリック

※ワゴンRの場合は純正パネルカラーはシルバーのため色が異なります。

ツハ
イ
ダ

タント カスタム H19/12～H25/10 L375S・385S X8V/X8/X800 KTX-X008-TC ¥16,000  ―  ○  ― パネルカラー：ブラックメタリック（純正近似色）

タント エグゼ/タント エグゼ カスタム H21/12～H26/10 L455S・465S X8V/X8/X800 KTX-X008-TE ¥16,000  ―  ○  ― パネルカラー：ブラック

ムーヴ H22/12～H24/12 LA100S・110S X8V/X8/X800 KTX-X008-MV ¥16,000  ―  ○  ― パネルカラー：ブラック（純正近似色）

ムーヴ カスタム H22/12～H24/12 LA100S・110S X8V/X8/X800 KTX-X008-MC ¥16,000  ―  ○  ― パネルカラー：シルバー（純正近似色）

ムーヴ コンテ/ムーヴ コンテ カスタム H23/6～現在 
（マイナーチェンジ後）L575S・585S X8V/X8/X800 KTX-X008-CO ¥16,000  ―  ○  ― パネルカラー：ダークシルバー（純正近似色）

※1 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に取付ける場合は純正リアカメラシステムは接続できません。 ※2 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） ※3 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。※4 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。■上記は基本的にオーディオレス車への適合になります。 ■メーカーオプションナビゲーションシステム装着車は仕様が異なるため取付けできません。 ■ステア
リングリモコンの対応可否は純正ステアリングスイッチ・ステアリングリモコン装着車の場合の表記です。 ■車種専用パーフェクトフィット（別売）には、ステアリング連動カメラガイド線を表示させるためのCANケーブルは付属しておりません。 ■インダッシュパネルは純正
近似色となります。（一部モデルを除く） ■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。 ■商品の仕様変更および、車両の仕様変更により適合が変更になる場合があります。 ■製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ■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。

8型  車種専用パーフェクトフィット（別売）車種適合表 H29/2現在

車種専用チューニング対応カーナビゲーション（単体モデル）／ラインアップ・適合車種一覧

別売の車種専用パーフェクトフィットで、装着も美しく。

WXGA液晶搭載で、さらなる大画面。車種専用チューニング対応9型ナビ。

 9型  X9V
。すまりなと要必が）］別税［000,2￥ 格価売小準標 880X-ECK（ドーコ源電はてっよに種車るけ付取。すまいてし属付がルブーケ源電用ツハイダ/タヨトはに品製本※

販売店またはお客様ご自身での最終設定が必要になります。
各製品の車種専用チューニング内容についてはアルパインホームページでご確認ください。
※7WDにはトヨタ/ダイハツ用電源ケーブルが付属しています。取付ける車種によっては

。すまりなと要必が）］別税［000,2￥ 格価売小準標 880X-ECK（ドーコ源電

7型200mmワイド 7WV 7型180mm 7DV豊富な車種専用チューニングデータを格納。
スタンダードな7型ナビ。

高精細WXGA液晶搭載。基本性能充実の
車種専用チューニング対応8型ナビ。
 8型  X8V
製品の詳細はアルパインホームページでご確認ください。

。すまりなと要必が）］別税［000,2￥ 格価売小準標 880X-ECK（ドーコ源電はたま、トッィフトクェフーパ用専種車の売別はにけ付取※

 QR からホームページの各製品情報にアクセスできます。

製品詳細はWebへ▶

製品詳細はWebへ▶

製品詳細はWebへ


