
  天井取付け型リアビジョン用パーフェクトフィット／車種適合表

※1：ルーフライニングの一部を切り取る加工が必要になります。※2：ブラケットを固定するためのネジ穴用として、ルーフライニングに穴あけ加工が必要になります。※3：サイドカーテンエアバック付き車には、ブラケット固定用のネジ穴が合わないため、取付け不可になりま
す。※4：リアクーラー付き車のみ対応。※5：グランドキャビン及びハイルーフにはルーフライニングの形状が違うため取付け不可になります。※6：平成19年6月一部改良後の車両は、純正オプション後席用9インチワイドディスプレー取付け用のブラケットが追加されていま
す。純正オプション後席用9インチワイドディスプレー用のブラケットを利用して取付けるため、一部改良以前の車両には取付け不可になります。純正メーカーオプションのナビゲーション装着車の場合、純正オプション後席用9インチワイドディスプレー用のブラケットが車
両側に装備されていないため、取付けできません。※7：平成19年6月一部改良後の車両は、純正オプション後席用9インチワイドディスプレー取付け用のブラケットが追加されています。純正オプション後席用9インチワイドディスプレー固定用のブラケットが干渉するた
め、取付け不可になります。※8：車両ルームランプ固定部分を利用して取付ける仕様のため、純正ルームランプは使用できなくなります。（PSH10-Rシリーズ/RSH10-Rシリーズ/PCX-RM3505/R3500シリーズ、PCH-RM3505シリーズ、TMH-RM3205シリーズ、TMX-
RM3205、TMX-R3200シリーズ、PCH-RM955Bは、リアビジョンにルームランプを内蔵しております）※9：グランドキャビンのみ対応。※10：樹脂パノラマルーフ装着車には取付け不可。※11：ソーラーベンチレーションシステム＆リモートエアコンシステム装着車、ソーラーパ
ネル付ムーンルーフ装着車には取付け不可。※12：ディーラーオプションの「6.1型後席ディスプレイ」付き車には取付け不可。※13：メーカーオプションの「チルト＆スライド電動ムーンルーフ」付車、ディーラーオプションの「後席ディスプレイ」等、モニター取付け部分に純
正オプションを装着している車両には取付け不可。※14：ディーラーオプションの「プラズマクラスター搭載LEDルーフ照明」、「リア席モニター」付車には取付け不可。※17：対応するリアビジョンはRSH10-Rシリーズ/RSH10-Lシリーズ/TMH-RM3205シリーズ/TMX-
RM3205シリーズ/TMX-RM3005シリーズのみとなります。その他のリアビジョンには使用できません。 ※18：リヤオートエアコン装着車（寒冷地仕様車含む）にも取付可能です。※19：12.8型用リアビジョンキットに11.5/11.4型リアビジョン取付け用スペーサーKTX-
1211SGを組み合わせて取付けます。 ※20：トリプルゾーンコントロールフルオートエアコンディショナー付車・無し車の両方に対応します。※21：KTX-1211SGを使用して取付ける事は可能ですが、キット色が異なります。※22：グランドキャビン及びハイルーフ/ミドルルーフ
にはルーフライニングの形状が違うため取付け不可になります。

■メーカーオプションのナビゲーションシステム等、映像出力端子が装備されていないナビゲーションにはリアビジョンの接続ができない場合があります。リアビジョンを取付ける場合は、別売の地デジチューナーやDVDプレーヤーなどを接続してご使用ください。
■適合車種および、指定された製品以外への流用は出来ません。■グレード・仕様により取付けできない場合があります。■キット及びモニター取付け部分にカーテン・リアモニター・空気清浄器などのオプション製品が取付けられている場合は装着不可になりま
す。■取付けには一部ルーフライニングへの加工が必要となる製品があります。適合表をご確認ください。■ルーフライニングに密着させて固定する仕様になっているため、取外した後、ルーフライニングに装着跡が残る場合があります。■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。■最新情報は、アルパインホームページでご確認いただけます。

※15：【PSH10/RSH10/PCX-RM3505/PCH-RM3505/TMH-RM3205/TMX-RM3205/TMX-RM3005/
TMX-R3200/R3000シリーズ取付けのご注意】

・ モニターの固定にはリアビジョン付属のネジを使用します。　

・ ルーフライニングを切り取り加工する場合は、PCX-R3500/R3300用の切り取りラインを使用します。

・ PSH10/RSH10/PCX-RM3505/PCH-RM3505/TMH-RM3205/TMX-RM3205/TMX-RM3005/TMX-R3200シ
リーズのルームランプ線の接続はPCX-R3500と同様に接続します。

最新の対応車種一覧は、アルパインのホームページでご確認ください。

▲

※16：KTX-4000U/R3000U/900Uはパーフェクトフィットのラインアップが無い車種へリアビジョンを取付けるための製品です。
付属品：汎用固定ブラケット、汎用トリムリング、型紙、リアビジョン固定用ネジ（R3000Uのみ）
※取付ける車種に応じて加工が必要となります。（車種ごとの取付け確認は行っておりません）

固定用ブラケット トリムリング
パイント小ねじ（M4×15）
※KTX-R3000Uに付属 型紙

）型1.01/型2.01/型4.11/型5.11/型8.21（ 覧一種車応対トッィフトクェフーパ用ンョジビアリ型け付取井天 価格は全て標準小売価格（税別）です。　H29/2現在

車種［年式］ 型式

12.8型リアビジョン 11.5/11.4型リアビジョン 10.2/10.1型リアビジョン

PXH12X-Rシリーズ
RXH12X-L-B
PXH12-RBシリーズ

PXH11X-R-B
PSA11S-R-B
RSA11S-R-B
PSH11-R-B
RSH11-R-B
PCH-RM4500B
TMH-RM4200B

PXH10S-R-B
RSH10S-Lシリーズ
PSA10S-Rシリーズ
RSA10S-Rシリーズ
RSA10S-Lシリーズ
PSH10-Rシリーズ/RSH10-Rシリーズ/RSH10-Lシリーズ
PCH-RM3505シリーズ/PCX-RM3505シリーズ
TMH-RM3205シリーズ/TMX-RM3205/RM3005シリーズ
PCX-R3500/R3300シリーズ/TMX-R3200/R3000シリーズ※15

サンルーフ 
有無 キット色 モデル 標準小売価格

（税別）
サンルーフ 
有無 キット色 モデル 標準小売価格

（税別）
サンルーフ 
有無 キット色 モデル 標準小売価格

（税別）

エルグランド［H22/8～H26/1］ PE52/TE52/
PNE52/TNE52 - - なし グレー KTX-N603VG ※1 ¥15,800 

エルグランド［H26/1～現在］ PE52/TE52/PNE52/TNE52 - なし グレー KTX-N1004VG ※1 ¥15,800 なし グレー KTX-N803VG ※1 ¥15,800

エクストレイル［H25/12～現在］ 32系 - - なし - KTX-N109K ※1 ¥12,800 
セレナ/セレナ ハイウェイスター（C25）
［H17/5～H22/11］ C25/CC25/NC25/CNC25 - - なし グレージュ KTX-N203GB ※3 ¥20,000 

セレナ/セレナ ハイウェイスター（C26）
［H22/11～H28/8］

C26/FC26/NC26/FNC26/
HC26/HFC26 - なし グレー KTX-N2004VG

（埋込み取付け式） ※1 ¥15,800 なし - KTX-N703K ※1 ¥14,000 

セレナ/セレナ ハイウェイスター（C27）
［H28/8～現在］

C27/GC27/GNC27/GFC27/
GFNC27 なし グレー KTX-N1005VG ※1

NEW ¥25,000 - なし - KTX-N903K ※1
NEW ¥15,800 

ダ
ン
ホ

エリシオン［H16/5～H25/11］ RR1・2・3・4・5・6 - - なし - KTX-H213K ※1 ¥15,800 
N-BOX/N-BOX カスタム［H23/12～現在］ JF1・2 - - なし グレー KTX-H713VG ※1,14 ¥15,800 
オデッセイ［H15/10～H20/10］ RB1・2 - - なし グレー KTX-H103VG ※1 ¥15,000 
オデッセイ［H20/10～H25/10］ RB3・4 - - なし グレー KTX-H513VG ※1 ¥20,000 
オデッセイ［H25/11～現在］ RC1/RC2

なし グレー KTX-H2005VG ※1,14
NEW ¥25,000 - なし - KTX-H803K ※1,14 ¥12,800 

オデッセイ ハイブリッド［H28/2～現在］ RC4
ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ
［H17/5～H21/10］ RG1・2・3・4 - - なし グレー KTX-H303VG ※1 ¥20,000 

ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ
［H21/10～H27/4］ RK1・2・5・6 - なし グレー KTX-H1004VG ※1 ¥15,800

なし グレー KTX-H613VG ※1 ¥15,800 
なし グレージュ KTX-H613GB ※1 ¥15,800 

ステップワゴン/ステップワゴン スパーダ
［H27/4～現在］

RP1・3
（後席用オートエアコン無し車用）

なし グレー
KTX-H1005VG ※1 ¥25,000

- なし - KTX-H903K ※1,20 ¥15,800
RP1・2・3・4
（後席用オートエアコン付車用）

KTX-H1005VG-RAC ※1
（後席用オートエアコン付車用） ¥25,000

フリード［H20/5～H28/9］ GB3・4

- - なし グレー KTX-H403VG ※1,8 ¥20,000 
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
フリード スパイク ハイブリッド［H23/10～H28/9］ GP3

シ
ビ
ツ
ミ

］在現～1/91H［5:D カリデ CV1W・2W・5W - - なし - KTX-T103K ※1 ¥15,800 

キ
ズ
ス ワゴンR/ワゴンRスティングレー［H24/9～H29/1］ MH34S・44S - - なし - KTX-S100K ※1 ¥15,000 

ランディ［H22/12～H28/7］ SC26/SHC26/SNC26 - なし グレー KTX-N2004VG
（埋込み取付け式） ※1 ¥15,800 なし - KTX-N703K ※1 ¥14,000 

 汎用取付キット（加工取付け用） - - - グレー KTX-4000U ※16 ¥7,800 - グレー KTX-R3000U ※16 ¥7,800

天井取付け型リアビジョン用パーフェクトフィット対応車種一覧（12.8型/11.5型/11.4型/10.2型/10.1型） 価格は全て標準小売価格（税別）です。　H29/2現在

車種［年式］ 型式

12.8型リアビジョン 11.5/11.4型リアビジョン 10.2/10.1型リアビジョン

PXH12X-Rシリーズ
RXH12X-L-B
PXH12-RBシリーズ

PXH11X-R-B
PSA11S-R-B
RSA11S-R-B
PSH11-R-B
RSH11-R-B
PCH-RM4500B
TMH-RM4200B

PXH10S-R-B
RSH10S-Lシリーズ
PSA10S-Rシリーズ
RSA10S-Rシリーズ
RSA10S-Lシリーズ
PSH10-Rシリーズ/RSH10-Rシリーズ/RSH10-Lシリーズ
PCH-RM3505シリーズ/PCX-RM3505シリーズ
TMH-RM3205シリーズ/TMX-RM3205/RM3005シリーズ
PCX-R3500/R3300シリーズ/TMX-R3200/R3000シリーズ※15

サンルーフ 
有無 キット色 モデル 標準小売価格

（税別）
サンルーフ 
有無 キット色 モデル 標準小売価格

（税別）
サンルーフ 
有無 キット色 モデル 標準小売価格

（税別）

タ
ヨ
ト

アイシス［Ｈ16/9～現在］
ANM10G・15G・10W・15W/
ZNM10W・15W/ZGM10G・
11G・15G・10W・11W・15W

- - なし - KTX-Y413K 
※1,3 ¥15,800 

アルファード:30系［H27/1～現在］ GGH30W/GGH35W/
AGH30W/AGH35W

あり/なし
（両対応）

グレー KTX-Y1005VG
（埋込み取付け式） ※1

¥15,800 あり/なし
（両対応）

グレー
KTX-Y1005VG
（埋込み取付け式）  
または
KTX-Y1005VB
（埋込み取付け式） 
※21 +
KTX-1211SG
（11.5/11.4型リアビジョン
取付け用スペーサー） 
※1,19

¥15,800

あり/なし 
（両対応） グレー

KTX-Y1503VG
（埋込み取付け式） 
※1 

¥15,800ベージュ

］在現～1/72H［ 系03:ドッリブイハ ドーァフルア AYH30W ベージュ KTX-Y1005VB
（埋込み取付け式） ※1 

+

¥5,500グレー

［H28/7～現在］
GGH30W/GGH35W/
AGH30W/AGH35W

あり/なし
（両対応）ブラック

KTX-Y1005BK
（埋込み取付け式） ※1 ¥15,800 あり/なし

（両対応）ブラック

KTX-Y1005BK
（埋込み取付け式） 

+
KTX-1211SB
（11.5/11.4型リアビジョン
取付け用スペーサー） 
※1,19

¥15,800

+

¥5,500

あり/なし 
（両対応）ブラック

KTX-Y1503BK
（埋込み取付け式） ※1 ¥15,800

アルファード:20系［H20/5～H27/1］

GGH20W・25W/
ANH20W・25W 

なし グレー KTX-Y5005VG ※1
NEW ¥25,000

なし

ブラック

KTX-Y1004BK
（埋込み取付け式） 
※1

¥15,800

あり/なし 
（両対応） - KTX-Y903K  ※1 ¥9,800

アルファード特別仕様車

アルファード特別仕様車

あり
KTX-Y1014BK
（埋込み取付け式） 
※1

¥15,800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系［H14/4～H19/6］ MNH10W・15W/
ANH10W・15W

- - なし グレー KTX-Y103VG ※2 ¥25,000
アルファード:10系［H19/6～H20/5］ - - なし - KTX-Y113K  ※1,6 ¥12,800
ウィッシュ［H21/4～現在］ ZGE20W・21W・22W・

25W・20G・21G・25G - - なし - KTX-Y1203K ※1,13 ¥9,800 

ヴェルファイア:30系［H27/1～現在］ GGH30W/GGH35W/
AGH30W/AGH35W

あり/なし
（両対応）

グレー KTX-Y1005VG
（埋込み取付け式） ※1

¥15,800 あり/なし
（両対応）

グレー
KTX-Y1005VG
（埋込み取付け式）  
または
KTX-Y1005VB
（埋込み取付け式） 
※21 +
KTX-1211SG
（11.5/11.4型リアビジョン
取付け用スペーサー） 
※1,19

¥15,800

あり/なし 
（両対応） グレー

KTX-Y1503VG
（埋込み取付け式） 
※1 

¥15,800ベージュ

ヴェルファイア ハイブリッド:30系［H27/1～現在］

+

AYH30W ベージュ KTX-Y1005VB
（埋込み取付け式） ※1 ¥5,500

グレー

［H28/7～現在］
GGH30W/GGH35W/
AGH30W/AGH35W

あり/なし
（両対応）ブラック

KTX-Y1005BK
（埋込み取付け式） ※1 ¥15,800 あり/なし

（両対応）ブラック

KTX-Y1005BK
（埋込み取付け式） 

+
KTX-1211SB
（11.5/11.4型リアビジョン
取付け用スペーサー） 
※1,19

¥15,800

+

¥5,500

あり/なし 
（両対応）ブラック

KTX-Y1503BK
（埋込み取付け式） ※1 ¥15,800

ヴェルファイア:20系［H20/5～H27/1］

GGH20W・25W/
ANH20W・25W 

なし グレー KTX-Y5005VG ※1
NEW ¥25,000

なし

ブラック

KTX-Y1004BK
（埋込み取付け式） 
※1

¥15,800

あり/なし 
（両対応） - KTX-Y903K ※1 ¥9,800 

ヴェルファイア特別仕様車

ヴェルファイア特別仕様車

あり
KTX-Y1014BK
（埋込み取付け式） 
※1

¥15,800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:80系［H26/1～現在］ ZRR80W・85W・80G・85G

なし

グレー KTX-Y2005VG
（埋込み取付け式） ※1,18

¥15,800 なし

グレー
KTX-Y2004VG
（埋込み取付け式） 
※1,18

¥15,800 なし

-

KTX-Y1403K ※1 ¥9,000
ヴォクシー ハイブリッド［H26/2～現在］ ZWR80G

ブラック KTX-Y2005BK
（埋込み取付け式） ※1,18 ブラック

KTX-Y2004BK
（埋込み取付け式） 
※1,18

KTX-Y1403KS
※1,17 ¥5,000 

ZRR80W・85W

あり グレー KTX-Y2015VG
（埋込み取付け式） ※1,18 ¥15,800 あり グレー

KTX-Y2014VG
（埋込み取付け式） 
※1,18

¥18,000 あり KTX-Y1413K ※1 ¥13,800
ZRR80W
ZRR70G・70W・
75G・75W - - なし - KTX-Y1003K ※1 ¥9,800 

ヴォクシー:60系［H13/11～H19/6］ AZR60G・65G - - なし グレー KTX-Y303VG ※1,8 ¥25,000 

エスクァイア［H26/1～現在］ ZRR80W・85W・80G・85G
なし

グレー KTX-Y2005VG
（埋込み取付け式） ※1,18

 ¥15,800 なし

グレー
KTX-Y2004VG
（埋込み取付け式） 
※1,18

 ¥15,800 なし

-

KTX-Y1403K ※1 ¥9,000

ブラック KTX-Y2005BK
（埋込み取付け式） ※1,18 ブラック

KTX-Y2004BK
（埋込み取付け式） 
※1,18

KTX-Y1403KS
※1,17 ¥5,000 

エスクァイア ハイブリッド［H26/2～現在］ ZWR80G
あり グレー KTX-Y2015VG

（埋込み取付け式） ※1,18 ¥15,800 あり グレー
KTX-Y2014VG
（埋込み取付け式） 
※1,18

¥18,000 あり KTX-Y1413K ※1 ¥13,800

エスティマ［H18/1～H19/6］ ACR50W・55W/
GSR50W・55W - - なし グレー KTX-Y503VG ※2,7 ¥25,000 

エスティマ［H19/6～現在］ ACR50W・55W/
GSR50W・55W - - なし - KTX-Y1003K ※1,6 ¥9,800 

エスティマ［H28/6～現在］ ACR50W・55W/
GSR50W・55W なし ブラック

KTX-Y4005BK
（埋込み取付け式） ※1
NEW

¥25,000 - あり - KTX-Y1013K ※1 
NEW ¥9,800 

エスティマ ハイブリッド［H18/6～H19/6］ AHR20W - - なし グレー KTX-Y503VG ※2,7 ¥25,000 
エスティマ ハイブリッド［H19/6～現在］ AHR20W - - なし - KTX-Y1003K ※1,6 ¥9,800 

エスティマ ハイブリッド［H28/6～現在］ AHR20W なし ブラック
KTX-Y4005BK
（埋込み取付け式） ※1
NEW

¥25,000 - あり - KTX-Y1013K ※1 
NEW ¥9,800 

シエンタ［H27/7～現在］ NSP170G・NCP170G - - なし グレー KTX-Y1703VG ※1 ¥9,800シエンタ ハイブリッド［H27/7～現在］ NHP170G
スペイド［H24/7～現在］ NCP141・145/NSP140 - - なし グレー KTX-Y1303VG ※1,8 ¥15,000 

タンク/タンク カスタム［H28/11～現在］ M900A・M910A - - なし - KTX-Y1803K ※1,14 
NEW ¥9,800 

ノア:80系［H26/1～現在］ ZRR80W・85W・80G・85G

なし

グレー KTX-Y2005VG
（埋込み取付け式） ※1,18

¥15,800 なし

グレー
KTX-Y2004VG
（埋込み取付け式） 
※1,18 ¥15,800 なし

-

KTX-Y1403K ※1 ¥9,000

ノア ハイブリッド［H26/2～現在］ ZWR80G
ブラック KTX-Y2005BK

（埋込み取付け式） ※1,18 ブラック
KTX-Y2004BK
（埋込み取付け式） 
※1,18

KTX-Y1403KS
※1,17 ¥5,000 

ZRR80W・85W/ZWR80W

あり グレー KTX-Y2015VG
（埋込み取付け式） ※1,18 ¥15,800 あり グレー

KTX-Y2014VG
（埋込み取付け式） 
※1,18

¥18,000 あり KTX-Y1413K ※1 ¥13,800ZRR80W

ノア:70系［H19/6～H26/1］ ZRR70G・70W・75G・75W - - なし - KTX-Y1003K ※1 ¥9,800 
ノア:60系［H13/11～H19/6］ AZR60G・65G - - なし グレー KTX-Y303VG ※1,8 ¥25,000 
ハイエース グランドキャビン/
レジアスエース グランドキャビン［H19/8～現在］ 

TRH-224W/
229W - - なし - KTX-Y703KH

※1,4,9 ¥12,800 
ハイエース/レジアスエース［H16/8～H19/8］ 200系 - なし グレー KTX-Y3004VG

※1,4,5 ¥15,800 なし グレー KTX-Y703VG
※1,4,5 ¥20,000 ハイエース/レジアスエース［H19/8～現在］ 200系 なし グレー KTX-Y3005VG ※1,4,22 ¥25,000

ポルテ［H24/7～現在］ NCP141・145/NSP140 - - なし グレー KTX-Y1303VG ※1,8 ¥15,000 
ランドクルーザープラド［H21/9～現在］ 150系 - - なし - KTX-Y1603K ※1 ¥12,800 

ルーミー/ルーミー カスタム［H28/11～現在］ M900A・M910A - - なし - KTX-Y1803K ※1,14 
NEW ¥9,800 

天井取付け型リアビジョン用パーフェクトフィット対応車種一覧（9型） 価格は全て標準小売価格（税別）です。　H29/2現在

車種［年式］ 型式

9型リアビジョン

PXH9S-R-B/RVA9S-L-B/PCH-RM955B/TMX-RM905B

サンルーフ有無 キット色 モデル 標準小売価格（税別）

タ
ヨ
ト

アクア/アクアX-URBAN［H26/12～現在］ NHP10 なし - KTX-Y509K  ※1,8  ¥12,800 
］在現～21/52H［）系06（ーアリハ ZSU60W・65W

なし - KTX-Y109VG ※1 ¥12,800 
］在現～1/62H［）系06（ドッリブイハ ーアリハ AVU65W

カローラフィールダー/カローラフィールダーハイブリッド［H24/5～現在］ ZRE162G/NZE161G・164G/NKE165G なし グレー KTX-Y209VG ※1 ¥12,800 
］在現～21/72H［）系05（スウリプ ZVW50・51・55 なし グレー KTX-Y609VG ※1,2  NEW ¥20,000 

プリウスα［H23/5～現在］ ZVW40W・41W なし - KTX-Y409VG ※1,10 ¥12,800 
ランドクルーザープラド［H21/9～現在］ 150系 なし - KTX-Y1603K ※1 ¥12,800 

エクストレイル［H25/12～現在］ 32系 なし - KTX-N109K ※1 ¥12,800 

ダ
ン
ホ ヴェゼル/ヴェゼル ハイブリッド
［H25/12～現在］ RU１・２・3・4 なし - KTX-H109K ※1 ¥12,800 

汎用取付キット（加工取付け用） - - グレー KTX-900U ※16 ¥7,800


