
©2016 Disney/Pixar

＊プラズマクラスターロゴ （図形） およびプラズマクラスター、 Plasmacluster はシャープ株式会社の登録商標です。
＊当技術マークの数字はこの商品の吹出口から風量最大運転時に風の吹出す方向約 60cm の地点で測定した、 空中に吹き出される 1cm3 当たりのイオン個数の目安です。

●液晶パネルは、非常に精度の高い技術で作られており、99.99% 以上の有効画素がありますが、0.01% の画素欠けや常時点灯する画素が有り得ますので、あらかじめご了承ください。●製品の組み合わせによっては接続できない場合があります。
●保証書は所定事項が記入されているかご確認の上、お受け取りください。●本カタログ掲載の価格には取付け費は含まれておりません。●モニター画面はすべてハメコミ合成です。●本カタログ掲載の各製品と実車のイメージ装着写真はハメコ
ミ合成です。実際の装着とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●カタログと実際の製品及び画面の色とは印刷の条件等により、多少異なる場合もあります。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。あら
かじめご了承ください。●このカタログの記載内容は、平成 28 年 11月現在のものです。

平成28年12月発行

S4 065 CM 1612 Printed in Japan

※プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。

アルパインホームページで
より詳細な情報がご覧になれます。

または検索サイトから

www.alpine.co.jp

リアビジョン

安全に関するご注意
●弊社製品の取付け・配線は、安全のため必ずお買い上げの販売店にご依頼願います。誤った取付け・配線により
お車に重大な支障をきたす場合があります。●弊社製品の通気孔や放熱板を塞がないようご注意ください。また

水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないでください。火災や故障の原因となることがあります。●弊社製品は本体/モニ
ターをしっかり固定できない場所や振動の多い場所に取付けないでください。事故やけがの原因になることがあります。●弊社製品は

「取付け説明書」で指定された通り接続してください。指定以外の接続を行うと火災や事故の原因となることがあります。●車体やネジ
部、シートレール等の可動部にコード類を挟み込まないよう配線してください。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となるこ
とがあります。●外部アンテナは車幅や車の前後からはみ出さないようご注意ください。接触事故の原因となることがあります。●運転
中の音量は、車外の音が聞こえる音量でご使用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

注意 ●弊社製品を前方の視界を妨げる場所やハンドル、シフトレバー、ペダル類等の運転操作の妨げ
となる場所や同乗者に危険を及ぼす場所に取付け/設置しない。事故やけがの原因となります。

●本機の小型付属品（電池、ボタン等）を幼児の手の届かないところに保管する。万一飲み込んだ場合直ちに医師の
治療を受けてください。●運転者は走行中に操作（画面・音量調節等）をしない。事故の原因となりますので、操作は必ず
安全な場所に停車させてから行ってください。●運転者がテレビやビデオを見るときは必ず安全な場所に停車させて
ください。弊社製品はテレビやビデオは安全のため走行中は表示されません。●弊社製品を分解したり、改造したり
しない。事故、火災、感電の原因となります。●弊社製品に万一異常（水に濡れた、異物が入った、変な音や匂いがする
等）が発生した場合、直ちに使用を中止し、お買い上げ販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。

警告

   「車種専用パーフェクトフィット」の対応車種は、
   アルパインホームページでもご確認いただけます。▶▶▶

〒145-0067東京都大田区雪谷大塚町1-７

製品に関するお問い合わせはアルパインインフォメーションセンターへ

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。

電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ

▼

― お客様のカーライフを幸せにするお手伝いは、当店におまかせください―

天井取付け型リアビジョンの取付けには、 パーフェクトフィットが必要となります。

お客様のおクルマに、安全かつ美しい取付けを実現。

※イラストはイメージです。セット内容は製品によって異なります。

リアビジョン本体（別売）取付けの際に必要な専用金具や配線をセットにした車種専用の取付けキットです。

-セット内容イメージ-

電話受付時間（日、祝日、弊社休業日を除く）
【月〜金】9：30〜17：30 【土】9：30〜12：00, 13：00〜17：00

0570-006636携帯/PHS/一般電話から

FAXから

全国どこからでも市内通話料金でお問い合わせ頂けます。（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

※お電話は、プッシュ回線（トーン信号の出る電話）を利用した自動応答システムです。音声ガイダン
スにしたがって、該当する数字を入力してください。※弊社ではお問い合わせ頂いた内容を正しく理
解し、今後の製品開発やサービス向上の参考にする為に、お問い合わせ内容を記録、録音させて頂く
場合がございます。※お問い合わせの際、お客様から収集させて頂いた個人情報は、当社の個人情
報保護方針に従い厳重に管理いたします。

048-662-6676

好評
発売中

MovieNEX

2016年 Vol.5車載モニターカタログ



わが家のクルマは、
子供たちの
映画館でもある。
12.8型大画面が、より鮮やかに。
ARコーティングWXGA液晶リアビジョン。

MovieNEXのお求めはお近くのディズニーBD＆DVD取扱店で4,000円+税

PXH12X-R-AV

【アルファード/ヴェルファイア専用加飾モデル】 
プラズマクラスター技術搭載
12.8型ARコーティングWXGA液晶リアビジョン

好評
発売中

MovieNEX

12.8型の大画面WXGA液晶にARコーティングを採用し、光の反射やにじみの元と

なるゴーストの発生を抑制。引き締まった黒を再現し、映像はより鮮やかに。プラズマ

クラスター技術搭載やHDMI接続対応など、家族にうれしい機能も満載です。

大画面
12.8型

PXH12X-R-AV（本体色：ブラック）
オープン価格

NEW 第8回
ペアレンティングアワード受賞

『ファインディング・ドリー』MovieNEX

©2016 Disney/Pixar



◎HDMIリアビジョンリンクには、対応するリアビジョンとアルパインカーナビの接続が必要となります。接続に必要なケーブルについては、09ページをご確認ください。

※1 YouTubeTMおよびYouTubeロゴは、GoogleInc.の登録商標です。　※2 後席独立HDMI再生は2016年製アルパインカーナビとの接続時のみご利用いただけます。
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静電気抑制 ※1 ※3,4,5空気浄化 ※2フェイスケア ※6,7脱臭

リアシート
地デジ・DVD・

スマホ動画を再生

フロントシート
お好みのメディアを再生

ナビ

リアビジョン

「ダブルゾーン」で、家族がそれぞれに楽しめる。
後席だけでYouTubeTM ※1などの再生も！

※対応モデル:PXH12X-R-AV/RXH12X-L-Bのみ：別売の専用ユニット（IFA-RM5000-AV-D）が必要です。

※対応車種：アルファード/ヴェルファイア（30系）

リアエアコン
コントロールボックス
付属リモコン※リモコン付属

※PXH/RXHシリーズのみ

※PXHシリーズのみ

■機種によって機能は異なります。各機種の搭載機能については05-06ページをご確認ください。

WXGA液晶なら従来比2.4倍のきめ細かさ！ 繊細な色のシーンも、コントラストがより美しく！
1280×720pWXGA液晶従来のWVGA液晶 800×480p

12.8型から9型まで揃ったWXGA液晶ラインアップ

当社従来品の
液晶パネル

ARコーティング採用の
液晶パネル

※比較イメージです。

〈イメージ〉

PXH12X-R-AV/B PXH11X-R-B PXH10S-R-B PXH9S-R-B

12.8型 11.5型 10.2型 9型

思い思いに楽しめる。みんなでわいわい盛り上がれる。

家族にとって、車内はもうひとつのリビングです。

リアビジョンの主な機能

家族にうれしい機能満載。
製品詳細はWebで！

最大12.8型から9型まで
WXGA液晶搭載＆ARコーティング採用。
大画面・高画質のラインアップ。

大画面＆高画質

HDMIリアビジョンリンク

リアエアコン コントロール

プラズマクラスター技術

光の反射やにじみを抑えるARコーティング。
引き締まった黒の再現で
美しい映像がひときわ鮮やかに。

みんなで楽しむからこそ、
ワイドな視野角を実現！

風量も温度も、リモコン操作。
リアエアコンを、後席から直接コントロール。

リアエアコン コントロールボックス IFA-RM5000-AV-D 標準小売価格￥9,800（税別） 

ママも安心の快適な車内空間へ。
「プラズマクラスター技術搭載」。

天井が低いクルマでも楽しめる。
車種専用シートバック・リアビジョン

10.2型/10.1型
リアビジョン取付けイメージ

12.8型/11.5型/11.4型
リアビジョン埋め込み取付けイメージ

車種専用パーフェクトフィット

インテリアと一体化する洗練のデザイン。
ミラーに映り込みにくい配慮設計。

7色カラーコーディネートLEDルームランプ

車内に合わせて、光で演出。
7色カラーLEDコーディネートライト。

WEB

You Tube

Photo

アプリ

後席にいる全員がどこからでも美しい映像を見られるよう超広視
野角を実現。正面からでも、斜めからでも、同じように鮮明な映像を
ご覧いただけます！

家族がつながりながら、それぞれに好きな時間を楽しめる。「ダブルゾーン」なら、
そんなドライブが実現できます。後席独立HDMI再生※2により、DVD、テレビに加え、
YouTubeTM ※1などの動画を後席だけで楽しめます。たとえばパパとママが好きな
音楽を聴いている間、子どもたちはリアビジョンでスマホの動画をずっと見られて
大満足。家族がそれぞれに、お好きな時間を過ごせます。

リアビジョン下部の表示を見ながら、手元のリモコンで風量や温度をお好みの設定にすることができ
ます。また、ムーンルーフの開閉やLEDルーフカラーイルミネーションのカラーチェンジも可能です。

静電気抑制、フェイスケア、空気浄化、脱臭等の効果が期待できるプラズマクラスターイオン
を放出。特にニオイが気になる時は風量「ターボ」運転でさらにスピーディーに脱臭！

フロントシートの背面に車種専用取付けキットで美しく装着できるリアビジョン。
天井が低いクルマでも運転者の後方視界を妨げることなく、後席で美しい映像を
お楽しみいただけます。

従来比2.4倍の高精細映像で感動を際立たせる、WXGA液晶搭載リア
ビジョン。12.8型大画面をはじめ、9型まで幅広くラインアップ。クルマ
や好みに合わせてサイズを選べます。さらに
ARコーティングの採用で、映像はより鮮やかに。
美しい映像を存分にお楽しみいただけます。

液晶パネルに「ARコーティング」を採用。反射やにじみの元となる
ゴーストの発生を抑制し、引き締まった黒を再現することで、より
鮮明な映像を実現。たとえば、繊細な色合いが
広がる夜明けの空なども、優れた表現力で、美し
さをより際立たせます。

720p 出力

●カラー：ホワイト・ブルー・グリーン・アンバー・レッド・パープル・スカイブルー
※写真は機能説明のために画像処理をしたもので、実際とは異なります。

[付属品]  8型リアビジョン（PKG-M800SC）×１/ 車種専用シートバック取付けキット×１/ リモコン×１

取付けイメージ（ハリアー）

シートバック取付け型リアビジョンNEW
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車種専用9型/8型リアビジョン

製品名 モデル名/価格 画面サイズ LED液晶 リアビジョン
リンク

30系プリウス/プリウス G’s/プリウスPHV専用
9型WVGA リアビジョン

（【プリウス/プリウス G’s】H21/5～H27/12、
【プリウスPHV】H21/5～現在）

PKH-M900SV-PR
オープン価格

本体色:ブラック

9.0型 WVGA
PKG-M900C-PR
標準小売価格 

¥30,500（税別） 本体色:グレー

プリウスα専用9型WVGA リアビジョン
（H23/5～現在）

PKH-M900SV-PRA
オープン価格

本体色:ブラック

9.0型 WVGA
PKG-M900C-PRA
標準小売価格 

¥30,500（税別） 本体色:グレー

ウィッシュ専用9型WVGA リアビジョン
（H21/4～現在）

PKH-M900SV-WI
オープン価格

本体色:ブラック

9.0型 WVGA
PKG-M900C-WI
標準小売価格 

¥30,500（税別） 本体色:グレー

アクア/アクア G’s専用8型WVGA リアビジョン
（【アクア】H23/12～H26/11、【アクアG's】H25/12～H26/11）
※マイナーチェンジ後は非対応

PKG-M800C-AQ
標準小売価格 

¥28,500（税別） 本体色:グレー
8.0型 WVGA

シートバック取付け型リアビジョン

製品名 モデル名/価格 画面サイズ LED液晶 リアビジョン
リンク

50系プリウス専用
8型WVGA シートバック・リアビジョン  NEW

（H27/12～現在）

PKG-SB800SC-PR
標準小売価格 

¥36,000（税別） 本体色:グレー

8.0型 WVGA

ハリアー専用
8型WVGA シートバック・リアビジョン  NEW

（【ハリアー】H25/12～現在、【ハリアー ハイブリッド】H26/1～現在）

PKG-SB800SC-HA
標準小売価格 

¥36,000（税別） 本体色:グレー

8.0型 WVGA

アーム取付け型リアビジョン

製品名 モデル名/価格 画面サイズ LED液晶 リアビジョン
リンク

10.1型WSVGA リアビジョン
PKH-M1000SV
本体色:ブラック

PKH-M1000SV
オープン価格 10.1型 WSVGA

10.2型WVGA リアビジョン
PKG-M1000SC
本体色:グレー

PKG-M1000SC
オープン価格 10.2型 WVGA

9型WVGA リアビジョン PKH-M900SV
本体色:ブラック

PKH-M900SV
オープン価格 9.0型 WVGA

9型WVGA リアビジョン PKG-M900SC
本体色:グレー

PKG-M900SC
オープン価格 9.0型 WVGA

8型WVGA リアビジョン PKG-M800SC
本体色:グレー

PKG-M800SC
オープン価格 8.0型 WVGA

7型WVGA リアビジョン PKG-M700SC
本体色:グレー

PKG-M700SC
オープン価格 7.0型 WVGA

天井取付け型リアビジョン

製品名 モデル名/価格 画面サイズ LED液晶 プラズマクラスター
技術

LED
ルームランプ

リアビジョン
リンク

W
X
G
A
液
晶
搭
載
モ
デ
ル

プラズマクラスター技術搭載12.8型WXGA リアビジョン NEW

特許取得済

PXH12X-R-AV
PXH12X-R-B
オープン価格

12.8型

ターボモード
+

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

12.8型WXGA リアビジョン NEW

特許取得済

RXH12X-L-B
オープン価格 12.8型

プラズマクラスター技術搭載
11.5型WXGA リアビジョン NEW

特許取得済

PXH11X-R-B
オープン価格 11.5型

ターボモード
+

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

プラズマクラスター技術搭載
10.2型WXGA リアビジョン NEW

特許取得済

PXH10S-R-B
オープン価格 10.2型

ターボモード
+

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

プラズマクラスター技術搭載
9型WXGA リアビジョン NEW

特許取得済

PXH9S-R-B
オープン価格 9.0型

ターボモード
+

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

プラズマクラスター技術搭載
11.4型WSVGA リアビジョン NEW

 特許取得済

PSA11S-R-B 
オープン価格 11.4型 WSVGA

ターボモード
+

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

11.4型WSVGA リアビジョン NEW

 特許取得済

RSA11S-R-B
オープン価格 11.4型 WSVGA

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

10.1型WSVGA リアビジョン
（HDMI接続専用モデル） NEW

 特許取得済  

RSH10S-L-B
RSH10S-L-S
オープン価格

10.1型 WSVGA

プラズマクラスター技術搭載
10.1型WSVGA リアビジョン
 NEW

 特許取得済

PSA10S-R-B
PSA10S-R-S
オープン価格

10.1型 WSVGA

ターボモード
+

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

10.1型WSVGA リアビジョン NEW

 特許取得済
RSA10S-R-B
RSA10S-R-S
オープン価格

10.1型 WSVGA

7色カラー
コーディネート

LED
ルーム
ランプ

10.1型WSVGA リアビジョン NEW

 特許取得済
RSA10S-L-B
RSA10S-L-S
オープン価格

10.1型 WSVGA

9型WVGA リアビジョン NEW

 特許取得済

RVA9S-L-B
オープン価格 9.0型 WVGA

PXH9S-R-B
本体色:ブラック

PSA11S-R-B
本体色:ブラック

PSA10S-R-B
本体色:ブラック

RSA10S-R-B
本体色:ブラック

RVA9S-L-B
本体色:ブラック

本体色:シルバー
PSA10S-R-S

本体色:シルバー
RSA10S-R-S

本体色:シルバー
RSA10S-L-S

PXH12X-R-B
本体色:ブラック

PXH12X-R-AV
本体色:ブラック

【アルファード/ヴェルファイア専用加飾モデル】

PXH11X-R-B
本体色:ブラック

RXH12X-L-B
本体色:ブラック

本体色:ブラック
RSA10S-L-B

本体色:ブラック
PXH10S-R-B

RSA11S-R-B
本体色:ブラック

RSH10S-L-B
本体色:ブラック本体色:シルバー

RSH10S-L-S

製品の詳細・最新情報のご確認はアルパインホームページへ。  QR からアクセスできます。



※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/SB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-R3005/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

H28/11現在H28/11現在

H28/11現在

メ
ー
カ
ー

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）

ト
ヨ
タ

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 NEW

+
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

アルファード 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 
NEW

+

¥5,500グレー

アルファード 特別仕様車“TYPE BLACK”
［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

NEW
¥15,800 あり/なし

（両対応） ブラック

KTX-Y1005BK
（埋込み取付け式）

NEW
¥15,800

あり/なし
（両対応） ブラック

KTX-Y1503BK
（埋込み取付け式）
※1 NEW

¥15,800 
+

+KTX-1211SB
（11.5/11.4型リアビジョン
取付け用スペーサー）
※1,19  NEW ¥5,500

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
“type GOLD”［H24/9～H25/10］

アルファード 特別仕様車
“TYPE GOLDⅡ”［H25/10～H27/1］

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 NEW

+
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 
NEW

¥5,500
グレー

ヴェルファイア 特別仕様車“GOLDEN EYES”
［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 NEW ¥15,800 あり/なし
（両対応） ブラック

KTX-Y1005BK
（埋込み取付け式）

NEW
¥15,800

あり/なし
（両対応） ブラック

KTX-Y1503BK
（埋込み取付け式）
※1 NEW

¥15,800 
+

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

¥5,500

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
“Golden Eyes”［H24/9～H25/10］

ヴェルファイア特別仕様車
“GOLDEN EYESⅡ”［H25/10～H27/1］

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
NEW

ブラック
KTX-Y2004BK

（埋込み取付け式） 
※1,18 NEW

KTX-Y1403KS※1,17  ヴォクシー特別仕様車ZS“煌”:80系 ［H26/11～現在］
ZRR80W・85W

¥5,000

ヴォクシー特別仕様車ZS“煌Ⅱ”:80系 ［H28/7～現在］
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ヴォクシー ZS“G's” ［H28/4～現在］ ZRR80W ¥13,800

ヴォクシー:70系（特別仕様車ZS“煌”/“煌Ⅱ”/
“煌Ⅲ”/煌Z含む）［H19/6～H26/1］ 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
NEW

ブラック
KTX-Y2004BK

（埋込み取付け式） 
※1,18 NEW

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 

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

NEW
ブラック

KTX-Y2004BK
（埋込み取付け式） 
※1,18 NEW

KTX-Y1403KS
※1,17  ¥5,000 

ノア特別仕様車Si“W×B” ［H28/7～現在］ ZRR80W・85W/ZWR80W

KTX-Y1413K ※1 ¥13,800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 ありノアSi“G’s” ［H28/4～現在］ ZRR80W

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 NEW

¥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 

価格は全て標準小売価格（税別）です。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）

 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

メ
ー
カ
ー

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）

ニ
ッ
サ
ン

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 

ホ
ン
ダ

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 ¥15,800RP1・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

ミ
ツ
ビ
シ

デリカ D:5［H19/1～現在］ CV1W・2W・5W - - なし - KTX-T103K ※1 ¥15,800 

ス
ズ
キ

ワゴンR/ワゴンRスティングレー［H24/9～現在］ 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 

価格は全て標準小売価格（税別）です。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）

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

メ
ー
カ
ー

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）

ト
ヨ
タ

アクア/アクアX-URBAN［H26/12～現在］ NHP10 なし - KTX-Y509K  ※1,8  ¥12,800 

ハリアー（60系）［H25/12～現在］ ZSU60W・65W
なし - KTX-Y109VG ※1 ¥12,800 

ハリアー ハイブリッド（60系）［H26/1～現在］ 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 

プリウス（50系）［H27/12～現在］ 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 

ニ
ッ
サ
ン

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

ホ
ン
ダ

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 

価格は全て標準小売価格（税別）です。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）
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カーナビゲーション/リアビジョン接続適合表

リアビジョン

リアビジョンリンク対応カーナビゲーション

HDMI出力あり
アルパイン製カーナビゲーション

（2016年モデル） ※1

HDMI出力あり
アルパイン製カーナビゲーション

（2015年/14年モデル）

HDMI出力なし
アルパイン製カーナビゲーション

リアビジョンモデル名 必要なアクセサリー名
（標準小売価格:税別）

必要なアクセサリー名
（標準小売価格:税別）

必要なアクセサリー名
（標準小売価格:税別）

HDMI入力あり
リアビジョン

2
0
1
6
年
モ
デ
ル

PXH12X-R-AV
PXH12X-R-B
RXH12X-L-B
PXH11X-R-B
PXH10S-R-B
PXH9S-R-B

KCE-190V 
￥800

PXH12-RB-AV
PXH12-RB-B
PSH11-R-B
RSH11-R-B
PSH10-Rシリーズ
RSH10-Rシリーズ

KWX-700RL
￥4,800

2
0
1
6
年
モ
デ
ル

RSH10S-Lシリーズ
（HDMI接続専用モデル）

KCU-610RV
￥4,500

-

RSH10-Lシリーズ
（HDMI接続専用モデル）

-

PCH-RM4500B
TMH-RM4200B
PCH-RM3505シリーズ
TMH-RM3205シリーズ
PCH-RM955B

KWX-700RL
￥4,800

HDMI入力なし
リアビジョン

2
0
1
6
年
モ
デ
ル

PSA11S-R-B
PSA10S-Rシリーズ
RSA11S-R-B
RSA10S-Rシリーズ
RSA10S-Lシリーズ
RVA9S-L-B

KCE-190V※2

￥800
KCE-190V 
￥800

PCX-RM3505シリーズ
TMX-RM3205シリーズ
TMX-RM3005シリーズ
TMX-RM905B

KCE-190V 
￥800

KWX-700RL
￥4,800

HDMI入力あり
リアビジョン

PKH-M1000SV
PKH-M900SV

KCU-610RV
￥4,500

KWX-500RL2-M
￥3,800

HDMI入力なし
リアビジョン

PCX-M900Zシリーズ
PKG-M1000Vシリーズ
PKG-M900Vシリーズ
PKG-M800Vシリーズ

KCE-190V ※3

￥800
KWX-500RL2-M
￥3,800

PKG-M1000SC
PKG-M900SC
PKG-M800SC
PKG-M700SC

KCE-190V※2

￥800
KCE-190V 
￥800

HDMI入力なし
リアビジョン

PKG-SB800SC-PR
PKG-SB800SC-HA

KCE-190V※2

￥800
KCE-190V 
￥800

HDMI入力あり
リアビジョン

PKH-M900SV-PR
PKH-M900SV-PRA
PKH-M900SV-WI

KCU-610RV
￥4,500

KWX-500RL2-M
￥3,800

HDMI入力なし
リアビジョン

PKG-M800V-AQ
KCE-190V 
￥800

KWX-500RL2-M
￥3,800

PKG-M900C-PR
PKG-M900C-PRA
PKG-M900C-WI
PKG-M800C-AQ

KCE-190V※2

￥800
KCE-190V 
￥800

天井取付け型リアビジョン

アーム取付け型リアビジョン

車種専用リアビジョン

シートバック取付け型リアビジョン

取付け例：PKG-SB800SC-HA
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ブルーライトカットフィルム　目の疲れを軽減する保護フィルム。リアビジョンの長時間視聴対策に。

※HDMIリアビジョンリンク・リアビジョンリンクは、それぞれご利用のモデルに対応したケーブルが必要です。
ケーブルの適合については09ページまたはホームページをご覧ください。

リモコン／その他アクセサリー

※関連製品・アクセサリーの詳細は、アルパインホームページをお確かめください。▶

リアビジョンリンクリモコン／リアビジョンリンクケーブル

HDMIリアビジョンリンクケーブル

リアビジョンリンクケーブル（天井取付け型用）

※アルパイン製HDMIリアビジョンリンク対応リアビジョン用

標準小売価格 ￥4,500（税別）

標準小売価格 ￥4,800（税別）

標準小売価格 ￥3,800（税別） 標準小売価格 ￥800（税別）

標準小売価格 ￥3,800（税別）

標準小売価格 ￥3,000（税別）

標準小売価格 ￥6,500（税別）

標準小売価格 ￥1,200（税別）

標準小売価格 ￥2,000（税別）

リアビジョン用RCA映像出力コネクター

●対象リアビジョン：PCX-R3500シリーズ/PCX-R3300B/
TMX-R3200シリーズ/TMX-R3000シリーズに対応
※アルパイン製リアビジョンリンク対応リアビジョン用

リアビジョンリンクケーブル（天井取付け型用）

※アルパイン製リアビジョンリンク対応リアビジョン用

※リアビジョンの電源取り出し位置をACC（アクセサリー）電源から常時電源に変更できます。
※2016年モデルのリアビジョンには必要ありません。

※1 PHX11X-R-Bには対応しておりません。 ※2 PXH9S-R-Bには対応しておりません。

※アルパイン製リアビジョンリンク対応リアビジョン用

※1  ナビゲーションからのカーアロマコントロールに対応できるのは2016年モデルのリアビジョンのみとなります。
　　 カーアロマ付属ナビゲーションについてはアルパインホームページをご確認ください。
※2  2014年アルパイン製カーナビゲーションと接続する場合はリアビジョンリンクができません。
※3  PCX-M900Z内蔵のプラズマクラスターの操作はナビゲーション側からは操作できません。

■KCU-610RVはHDMI接続になります。
■KWX-700RL、KWX-500RL2-Mは専用カプラー接続になります。
■KCE-190Vは、RCA接続になります。

リアビジョンリンクケーブル（アーム取付け型用）

リアビジョンリンクリモコン（リア専用）

リアビジョンも、カーナビも、リアエアコン※も操作可能。 チャンネル、プラズマクラスター、ルームランプ、リアエアコン※の操作などをひとつに
集約した後席用リモコン。ボタンが光るので、暗い車内でもスムーズに操作できます。

リア専用マルチリモコン（自光式）

リアビジョン専用リモコン

リアビジョン電源変換ユニット

リアビジョンリンク映像3分配ユニット

※アルパイン製HDMIリアビジョンリンク/リアビジョンリンク対応カーナビ用

※アルパイン製HDMIリアビジョンリンク/リアビジョンリンク対応カーナビ用

※リアエアコン操作には別売のIFA-RM5000-AV-Dが必要となります。詳しくは4ページを確認ください。

RUE-4214

RUE-RST01

RUE-1052

KWX-TB100

HCE-V03RL

KWX-700RL

KWX-500RL2-M

KCU-610RV

KWX-600RL2

KCE-190V

PKH-M1000SV/M900SV・PCX-M900Zシリーズ・PKG-M1000Vシリーズ/
M900Vシリーズ/M800Vシリーズ/M1000SC/M900SC/M800SC/M700SC/
M900Cシリーズ/M800Cシリーズ/M700C/M1000S/M1000A/M900A/
M800A/M700A/M700S対応リモコン

標準小売価格 ￥5,700（税別）

モデル名 仕様/サイズ（mm） 標準小売価格 （税別）

KAE-R1200BF 12.8型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/284.0×160.1 ¥2,300
KAE-R1100BF ※1 11.4型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/248.3×146.3 ¥2,100
KAE-R1000BF 10.1型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/223.2×125.8 ¥2,000
KAE-R900BF ※2 9型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/197.0×111.1 ¥1,800
KAE-R800BF 8型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/177.0×100.5 ¥1,700
KAE-R700BF 7型リアビジョン用ブルーライトカットフィルム/153.4×86.4 ¥1,500

  ※HDMIリアビジョンリンク、KCE-190Vには対応していません。

ブルーライト約32％カット 美しい仕上がりエアーレス加工 クリアで見やすい光沢仕上げ
青色光をカットし、液晶画
面を長時間視聴した時の
目の疲れを軽減します。

フィルムを貼る際に入っ
た気泡が時間経過で分
散し、目立たなくなります。

ほどよくつやのある光沢
タイプで、クリアで見やす
い画面を実現します。

※気泡のサイズによっては消えない場合もあります。
約32％ 

カーナビゲーション/ リアビジョン接続適合表
アルパインカーナビとリアビジョンを「HDMI リアビジョンリンク（HDMI 接続）/ リアビジョンリンクケーブル（専用カプラー接続または RCA 接続）」で

接続することで、多彩な機能をご利用いただけます。接続には、それぞれご利用のモデルに対応したケーブルが必要です。 

●リアビジョンにカーナビ側からの映像を表示できます。さらに「ダブルゾーン」機能なら、リアビジョンとカーナビで別の映像を表示することも可能です。

●リア専用リモコン（別売）を使って、リアビジョンの画面でカーナビ側の AV 機能・ナビ機能を操作できます。

取付け例：PKH-M900SV

取付け例：PKH-M900SV-PR

取付け例：PXH12X-R-AV

NEW

リアビジョンと
同時購入が
オススメ！




