EXTERIORS
アルパインスタイルは、他では決して手に入らない、
カーライフをより華やかに彩る
エクステリアとともに感動を提供します。
オーナーはもちろん、
まわりの誰もが目にすることができるパート、
エクステリア。
止まっているときも走っているときも注目を浴びる場所だからこそ、
そこに他とは違う
「特別」をまとうことができれば、貴方のカーライフはより輝きを増します。
まずは
誰もが憧れる、
スタイリングの構築から。
そしていずれは、
アルパインが築き上げてきた
カーエレクトロニクス技術を駆使し、安全で地球にも優しく、
よりわくわくしたドライブ
を実現できる、
そのうえ華やかなエクステリアデザインへと昇華させていきます。
デザインとエレクトロニクスを高次元で融合させた、未来のエクステリア。
それが
アルパインスタイルの目指す、先進のエクステリアです。
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INTERIORS
アルパインスタイルは、快適かつ便利で、乗り込む度に優越感を感じられるような、
五感を刺激する上質なインテリア空間を創造します。
オーナーが最もよく触れる場所、
インテリア。
そんな特別な空間であるからこそ、
すべてに
おいて妥協はできません。
先進のモービルメディア、
ビッグＸをスマートにインストールし、
リアエンターテイメントを充実、
サウンドを追求することで垂涎のエンターテイメント空間を
生み出すことはもちろん、
それ以外も上質でプレミアムなテイストでまとめます。
アルパインスタイルが提案するのは、
目で見て、肌で触れて、耳で感動して、五感で
満足できるインテリアスペース。車種専用で作り上げるからこそ得られるこの空間で、
毎日のドライブはより楽しく、
美しいものへと変わります。
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S pecial Equipment.

EXTERIORS
「5S」コンセプトを体現し、
揺るぎない造形美を追求した
エクステリア。
年式：H29/7 〜
型式：ZWR80W（ハイブリッド）/ ZRR80R・85W（ガソリン）

Aero Dynamics

Wheels

［エアロダイナミクス］

■ノア用フロントハーフスポイラー〈ABS製〉
【塗装済】AS-NO-ADF-WH3 / BK3 3色塗装済
標準小売価格 ¥68,000（税別）
AS-NO-ADF-WH2 / BK2 2色塗装済
（ベースカラー：ホワイトパールクリスタルシャイン/ブラック）

標準小売価格

【未塗装】AS-NO-ADF-X
標準小売価格

Exhaust

※JWL/VIA適合品

［ホイール］

■ヴォクシー用フロントハーフスポイラー〈ABS製〉
【塗装済】AS-VO-ADF-WH3 / BK3 3色塗装済
標準小売価格 ¥68,000（税別）
AS-VO-ADF-WH2 / BK2 2色塗装済
（ベースカラー：ホワイトパールクリスタルシャイン/ブラック）

¥62,000（税別）

標準小売価格

¥52,000（税別）

【未塗装】AS-VO-ADF-X
標準小売価格

■ノア/ヴォクシー用サイドステップ〈ABS製〉
【塗装済】AS-NV-ADS-WH3 / BK3 3色塗装済
標準小売価格 ¥110,000（税別）
AS-NV-ADS-WH2 / BK2 2色塗装済
（ベースカラー：ホワイトパールクリスタルシャイン/ブラック）

¥62,000（税別）

標準小売価格

¥52,000（税別）

【未塗装】AS-NV-ADS-X
標準小売価格

¥102,000（税別）
¥87,000（税別）

※新保安基準適合/加速騒音試験取得済

［エキゾースト］

■ノア/ヴォクシー用リアハーフスポイラー〈ABS製〉
【塗装済】AS-NV-ADR-WH3 / BK3 3色塗装済
標準小売価格 ¥67,000（税別）

Photo : チタンコートテール

AS-NV-ADR-WH2 / BK2 2色塗装済
（ベースカラー：ホワイトパールクリスタルシャイン/ブラック）

標準小売価格

¥61,000（税別）

【未塗装】AS-NV-ADR-X
標準小売価格

¥51,000（税別）

Photo : チタンコートテール

■左右4本出しマフラー（ステンレス）

■Balkën Bb.09X

オーバルテール120mm×80mm
AS-NV2-EXS-25ST / AS-NVH2-EXS-ST / AS-NV2-EXS-35ST

（ALPINE STYLE Limited Edition）
ブラックメタリック / シルバーメタリック
20×8.5 +33・+48 AS-WH-BB092085

■ノア/ヴォクシー用
リアハーフ 純正マフラー用フィン〈ABS製・未塗装〉
AS-G2-FIN

標準小売価格

¥12,000（税別）

※4本出しマフラーを装着しない場合、本製品の装着が必要となります

■ノア用コーナーダクト〈ABS製〉・カメラパッケージ
AS-NO-CDC-BK

標準小売価格

¥50,000（税別）

※アルパイン製コーナーカメラHCE-CC1000とのパッケージです
※取付けには車両穴あけ加工が必要になります

標準小売価格

■ヴォクシー用コーナーダクト〈ABS製〉・カメラパッケージ
AS-VO-CDC-BK

標準小売価格

¥50,000（税別）

※アルパイン製コーナーカメラHCE-CC1000とのパッケージです
※取付けには車両穴あけ加工が必要になります
※エアロダイナミクスは、
トヨタ純正エアログレード専用商品になります

19×7.5 +48・+55

■アルパインスタイルエンブレム

※各エアロダイナミクスパーツに装着されます

標準小売価格

標準小売価格

¥60,000（税別）
AS-WH-BB091975

¥55,000（税別）

¥148,000（税別）

■左右4本出しマフラー（チタンコート）

オーバルテール120mm×80mm
AS-NV2-EXS-25TI / AS-NVH2-EXS-TI / AS-NV2-EXS-35TI

■オリジナル
■センターキャップ
ステッカー付属

標準小売価格

¥168,000（税別）

※車両エンジン型式により品番が異なります
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Special E quipment.

Mobile
Media
車種ごとにきめ細かく作り込んだ、
五感を歓びで満たすモービルメディア。
年式：H29/7 〜
型式：ZWR80W（ハイブリッド）/ ZRR80R・85W（ガソリン）

Premium Sound

Drive Sensor

［カメラ］

［プレミアムサウンド］

※サイドカメラ・ルームカメラを同時装着する場合は IFB-N100（¥10,800 税別）
が必要です。

バックビューカメラ

サイドカメラ

ETC

フロントカメラ

※取り付けには別途トヨタ用 ETC 車載器パーフェクトフィット
（KTX-Y20B）
が必要です。

［ETC］

ルームカメラ

■光ビーコンレシーバー付ETC2.0車載器
HCE-B110V

標準小売価格

¥45,000（税別）

■ETC2.0車載器
HCE-B110

オープンプライス

■ノア/ヴォクシー専用
セパレート3WAYスピーカー
X3-180S-NVE

標準小売価格

¥85,000（税別）

■17cmコアキシャル2WAYスピーカー
X-170C

標準小売価格

■ノア/ヴォクシー専用
マルチビュー・バックカメラ
パッケージ
HCE-C2000RD-NVE
（カメラ本体色・キット色：黒）
/
HCE-C2000RD-NVE-W
（カメラ本体色・キット色：白）

標準小売価格

■ETC車載器

¥29,500（税別）

標準小売価格

¥18,100（税別）

■トヨタ用ETC車載器用パーフェクトフィット

HCE-B053

標準小売価格

■ノア/ヴォクシー専用
バックビューカメラパッケージ
HCE-C1000D-NVE
（カメラ本体色・キット色：黒）/
HCE-C1000D-NVE-W
（カメラ本体色・キット色：白）

¥21,000（税別）

※取り付けには別途インナーバッフルボード
（KTX-Y175BまたはKTX-Y171HB）
が必要です。

■サイドビューカメラ
HCE-CS1000

標準小売価格

¥12,800（税別）

■ノア/ヴォクシー専用サイドビューカメラ取付キット
KTX-Y007NVE

標準小売価格

¥16,800（税別）

■マルチビュー・フロントカメラ
（トヨタ車ダイレクト接続用）
HCE-C2500FD-Y

標準小売価格

¥23,200（税別）

■ノア/ヴォクシー専用ルームカメラ
PKG-CR1000-NVE

標準小売価格

¥14,800（税別）

KTX-Y20B

¥22,000（税別）

標準小売価格

¥2,000（税別）

●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。
●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。
●本カタログ掲載のイメージ装着写真は一部開発中につき、
実際の仕様とは異なる場合があります。
●カタログと実際の製品及び画面の色とは印刷条件等により、
多少異なる場合もあります。
※掲載情報は2018年10月現在のもので、
製品のデザイン・仕様・価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

S pecial Equipment.

S peci al Equi pm ent.

INTERIORS

Mobile
Media

徹底してディテールを研ぎ澄ませた、
プレミアムなインテリア空間。

車種ごとにきめ細かく作り込んだ、

年式：H29/7 〜
型式：ZWR80W（ハイブリッド）/ ZRR80R・85W（ガソリン）

五感を歓びで満たすモービルメディア。
年式：H29/7 〜
型式：ZWR80W（ハイブリッド）/ ZRR80R・85W（ガソリン）

Seat Cover

［シートカバー］

※シートカバー燃焼性試験
（JIS D 1201）適合
※サイドエアバッグ対応

Floor Mat

※フロアマット燃焼性試験適合

［フロアマット］

Steering

※純正ステアリングがステアリングヒーター付きの場合、
本製品に交換するとステアリングヒーターは作動しません。

Navigation

Rear Vison

［ナビゲーション］

［ステアリング］

［後席モニター］

■12.8型 WXGAプラズマクラスター
内蔵リアビジョン
PXH12X-R-B

オープンプライス
■ノア/ヴォクシー専用
12.8型リアビジョン取付けキット

KTX-Y2005VG
（グレー）
/ BK
（ブラック）
（サンルーフ無し車用）

標準小売価格

¥15,800（税別）

■ノア/ヴォクシー専用
12.8型リアビジョン取付けキット

KTX-Y2015VG
（グレー）
/ BK
（ブラック）
（サンルーフ有り車用）

標準小売価格

¥15,800（税別）

ユーロステッチ 3color
（ブルー/レッド/ブラック）

■ALPINE STYLEステアリング
■ノア/ヴォクシー専用ビッグX 11
EX11Z-VO / EX11Z-NO

オープンプライス
ブラックカーボン&レザー
AS-60HA-ST-BC

ブラックウッド&レザー
AS-60HA-ST-BKW

ブラウンウッド&レザー
AS-60HA-ST-BRW

¥58,000（税別）

¥48,000（税別）

¥48,000（税別）

標準小売価格

標準小売価格

標準小売価格

■ノア/ヴォクシー専用ビッグX 11
3カメラセーフティーパッケージ
EX11Z-VO-SF3N
（-W）/
EX11Z-NO-SF3N
（-W）

オープンプライス
参考イメージ：ハリアー

■10.1型WXGAヘッドレスト取付け型リアビジョン 2台パック
■ALPINE STYLEオリジナルシートカバー

（ベース部：PVCレザー/センター部：本革）
ベース：ブラック
パイピング・
ドット：3color
（ブルー・レッド・ブラック）
AS-NV-SC

標準小売価格

¥93,000（税別）

※車両グレードにより品番が異なります

SXH10T

■ALPINE STYLEオリジナルフロアマット
ベース：ブラック
トリム：3color
（ブルー・レッド・ブラック）
AS-NV-FM

標準小売価格

¥74,000（税別）

※車両グレードにより品番が異なります

オープンプライス
ピアノブラック&レザー
AS-60HA-ST-PB

パールレッド&レザー
AS-60HA-ST-PRE

¥48,000（税別）

¥38,000（税別）

標準小売価格

標準小売価格

■HDMI接続リアビジョン用リアビジョンリンクケーブル
KCU-610RV

標準小売価格

¥4,500（税別）

S pecial Equipment.

S peci al Equi pm ent.

INTERIORS

Mobile
Media

徹底してディテールを研ぎ澄ませた、
プレミアムなインテリア空間。

車種ごとにきめ細かく作り込んだ、
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型式：ZWR80W（ハイブリッド）/ ZRR80R・85W（ガソリン）

Seat Cover

［シートカバー］

※シートカバー燃焼性試験
（JIS D 1201）適合
※サイドエアバッグ対応

Floor Mat

※フロアマット燃焼性試験適合

［フロアマット］

Steering

※純正ステアリングがステアリングヒーター付きの場合、
本製品に交換するとステアリングヒーターは作動しません。

Navigation

Rear Vison

［ナビゲーション］

［ステアリング］

［後席モニター］

■12.8型 WXGAプラズマクラスター
内蔵リアビジョン
PXH12X-R-B

オープンプライス
■ノア/ヴォクシー専用
12.8型リアビジョン取付けキット

KTX-Y2005VG
（グレー）
/ BK
（ブラック）
（サンルーフ無し車用）

標準小売価格

¥15,800（税別）

■ノア/ヴォクシー専用
12.8型リアビジョン取付けキット

KTX-Y2015VG
（グレー）
/ BK
（ブラック）
（サンルーフ有り車用）

標準小売価格

¥15,800（税別）

ユーロステッチ 3color
（ブルー/レッド/ブラック）

■ALPINE STYLEステアリング
■ノア/ヴォクシー専用ビッグX 11
EX11Z-VO / EX11Z-NO

オープンプライス
ブラックカーボン&レザー
AS-60HA-ST-BC

ブラックウッド&レザー
AS-60HA-ST-BKW

ブラウンウッド&レザー
AS-60HA-ST-BRW

¥58,000（税別）

¥48,000（税別）

¥48,000（税別）

標準小売価格

標準小売価格

標準小売価格

■ノア/ヴォクシー専用ビッグX 11
3カメラセーフティーパッケージ
EX11Z-VO-SF3N
（-W）/
EX11Z-NO-SF3N
（-W）

オープンプライス
参考イメージ：ハリアー

■10.1型WXGAヘッドレスト取付け型リアビジョン 2台パック
■ALPINE STYLEオリジナルシートカバー

（ベース部：PVCレザー/センター部：本革）
ベース：ブラック
パイピング・
ドット：3color
（ブルー・レッド・ブラック）
AS-NV-SC

標準小売価格

¥93,000（税別）

※車両グレードにより品番が異なります

SXH10T

■ALPINE STYLEオリジナルフロアマット
ベース：ブラック
トリム：3color
（ブルー・レッド・ブラック）
AS-NV-FM

標準小売価格

¥74,000（税別）

※車両グレードにより品番が異なります

オープンプライス
ピアノブラック&レザー
AS-60HA-ST-PB

パールレッド&レザー
AS-60HA-ST-PRE

¥48,000（税別）

¥38,000（税別）

標準小売価格

標準小売価格

■HDMI接続リアビジョン用リアビジョンリンクケーブル
KCU-610RV

標準小売価格

¥4,500（税別）

Special E quipment.

Mobile
Media
車種ごとにきめ細かく作り込んだ、
五感を歓びで満たすモービルメディア。
年式：H29/7 〜
型式：ZWR80W（ハイブリッド）/ ZRR80R・85W（ガソリン）

Premium Sound

Drive Sensor

［カメラ］

［プレミアムサウンド］

※サイドカメラ・ルームカメラを同時装着する場合は IFB-N100（¥10,800 税別）
が必要です。

バックビューカメラ

サイドカメラ

ETC

フロントカメラ

※取り付けには別途トヨタ用 ETC 車載器パーフェクトフィット
（KTX-Y20B）
が必要です。

［ETC］

ルームカメラ

■光ビーコンレシーバー付ETC2.0車載器
HCE-B110V

標準小売価格

¥45,000（税別）

■ETC2.0車載器
HCE-B110

オープンプライス

■ノア/ヴォクシー専用
セパレート3WAYスピーカー
X3-180S-NVE

標準小売価格

¥85,000（税別）

■17cmコアキシャル2WAYスピーカー
X-170C

標準小売価格

■ノア/ヴォクシー専用
マルチビュー・バックカメラ
パッケージ
HCE-C2000RD-NVE
（カメラ本体色・キット色：黒）
/
HCE-C2000RD-NVE-W
（カメラ本体色・キット色：白）

標準小売価格

■ETC車載器

¥29,500（税別）

標準小売価格

¥18,100（税別）

■トヨタ用ETC車載器用パーフェクトフィット

HCE-B053

標準小売価格

■ノア/ヴォクシー専用
バックビューカメラパッケージ
HCE-C1000D-NVE
（カメラ本体色・キット色：黒）/
HCE-C1000D-NVE-W
（カメラ本体色・キット色：白）

¥21,000（税別）

※取り付けには別途インナーバッフルボード
（KTX-Y175BまたはKTX-Y171HB）
が必要です。

■サイドビューカメラ
HCE-CS1000

標準小売価格

¥12,800（税別）

■ノア/ヴォクシー専用サイドビューカメラ取付キット
KTX-Y007NVE

標準小売価格

¥16,800（税別）

■マルチビュー・フロントカメラ
（トヨタ車ダイレクト接続用）
HCE-C2500FD-Y

標準小売価格

¥23,200（税別）

■ノア/ヴォクシー専用ルームカメラ
PKG-CR1000-NVE

標準小売価格

¥14,800（税別）

KTX-Y20B

¥22,000（税別）

標準小売価格

¥2,000（税別）

●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。
●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。
●本カタログ掲載のイメージ装着写真は一部開発中につき、
実際の仕様とは異なる場合があります。
●カタログと実際の製品及び画面の色とは印刷条件等により、
多少異なる場合もあります。
※掲載情報は2018年10月現在のもので、
製品のデザイン・仕様・価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

TOYOTA
NOAH VOXY

TOYOTA
NOAH VOXY

