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2014 年 10 月 10 日 

アルパイン株式会社 

アルパインマーケティング株式会社 

人気のミニバン対応のエントリーモデル登場 

10.1 型 WSVGA 高輝度 LED液晶ディスプレイ搭載 

天井吊り下げ型リアビジョンを発表 

ボディカラーはガンメタリックブラック/ダークシルバー。 

上位モデルは LED ライティング装備でインテリアもドレスアップ 

カーナビゲーションをはじめとしたカーエレクトロニクス製品の開発・製造・販売を行うアル

パイン株式会社（東京都品川区、宇佐美 徹社長、東証 1 部、資本金： 259 億 2,059 万円）と、  

同社の国内マーケティング部門であるアルパインマーケティング株式会社（東京都大田区、岩渕 

和夫社長）は、市場で人気の天井吊り下げ型後席モニター「リアビジョンシリーズ」の新製品と

して、大画面 10.1 型 WSVGA 高輝度 LED 液晶ディスプレイを搭載した「TMX-RM3205B/同

RM3205S」（オープン価 格）と「 TMX-RM3005B/同 RM3005S」（オープン価格）を 発表。 

2014 年 10 月下旬より順次、全国のアルパイン製品取扱店での販売を開始致します。 

TMX-RM3205B（ガンメタリックブラック） TMX-RM3205S（ダークシルバー） 

TMX-RM3005B（ガンメタリックブラック） TMX-RM3005S（ダークシルバー） 

http://test.www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/tmx-rm3205b/
http://test.www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/tmx-rm3205s/
http://test.www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/tmx-rm3005b/
http://test.www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/tmx-rm3005s/
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■ミニバンファミリーに、楽しいドライブを提供し続ける“リアビジョンシリーズ”

おクルマの後席で DVD ビデオや地上デジタル放送はじめとした映像が楽しめる“リアビジョン

シリーズ”は、天井吊り下げ型がミニバンでのご家族ドライブの必需品として定着しています。 

ご購入いただいたお客様から数多く寄せられる声は、お子様がお気に入りのアニメやテレビを

観ることができドライブ好きになった、というものです。ドライブでお子様が退屈しなくなるこ

とで、同乗するご家族全員が楽しい時間を過ごせるようになった、という感謝の言葉をいただい

ております。 

■10.1型 WSVGA 高輝度 LED 液晶ディスプレイ搭載。上位モデルには LED ライティ

ングも装備

今回の新製品は 10.1 型 WSVGA 高輝度 LED 液晶ディスプレイを搭載。DVD ビデオや地上デ

ジタル放送の映像を鮮やかに映し出します
（※1）

。 

さらに、アルパイン製車種専用カーAV/ナビゲーション一体機と別売のケーブルで接続するこ

とで「リアビジョンリンク」機能に対応（※2）。後席のリアビジョンだけで DVD 再生や地上デジタ

ル放送が視聴できる「ダブルゾーン」機能のほか、別売の専用リモコンを使って後席のリアビジ

ョンから目的地検索やルート設定を行うこともできます。 

天井吊り下げ型リアビジョンは別売の車種専用キットで取付けます（※3）。取付けキットは車種

ごとにまったく異なる天井の仕様に合わせて開発を行っており、強固な取付けとともに、インテ

リアの雰囲気を損なわない自然な装着を実現します。 

車種専用取付けキットは市場で人気のミニバンをほぼ網羅しており、ビッグ X シリーズととも

にミニバンファミリーの皆様へ楽しいドライブを提供致します。 

※1：TM X-RM3205/同 RM3005 シリーズで地上デジタル放送や DVD ビデオを楽しむには、別途、地上デジタル放送対

応チューナーや DVD プレーヤーを搭載したカーAV/ナビゲーション一体機、もしくは地上デジタル放送用チューナー

や DVD プレーヤーが必要となります 

※2 ：TMX- RM3205/ 同 RM 3005 シリーズとリアビジョンリンクが可能なアルパイン製車種専用カーナビゲーションは、

EX1000/EX900/EX800/ X900/ X800/700W/700D/EX009V/EX008V/007WV/VIE-X009/ VIE- X008EX/VIE-X00

8/VIE-X007WⅡ/VIE- X007Ⅱ/VIE- X007W/VIE- X007 の各シリーズと VIE-X088VS/同 X08VS/X088V/ X08Vとな

ります。またリアビジョンリンク機能を使用するには、別売の天井取付け型リアビジョン用リアビジョンリンクケー

ブル「KWX-700RL」（標準小売価格  ￥4,800/ 税・取付費別）が必要です。さらに別売のリア専用リモコン

「RUE-4213」（標準小売価格  ￥3,000/税･取付費別（VIE-X088VS/X08VS X088V/ X08V には「RUE-4212」（標

準小売価格 ￥3,200/税･取付費別））をご用意いただくことで、後席からもカーナビ操作が可能になります 

※3 ：専用取付けキットの設定車種については、アルパインホームページをご覧下さい 
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【 2014年 10 月 天井吊り下げ型リアビジョン 新製品一覧 】 

■天井吊り下げ型リアビジョン              ※意匠登録申請中/特許出願中 

品番 製品名 
標準小売価格 

（取付費別） 
発売予定時期 

TMX-RM3205B 

ボディカラー：ガンメタリックブラック 

10.1 型 LED WSVGA 液晶/白色 LED ルームランプ/  

7 色カラーLED コーディネートライト/かんたんリモ

コン標準装備/リアビジョンリンク機能対応（接続  

ケーブル/リモコン別売）/映像用 RCA ケーブル付属

（1m） 

オープン 11 月中旬 

TMX-RM3205S 

ボディカラー：ダークシルバー 

10.1 型 LED WSVGA 液晶/白色 LED ルームランプ/  

7 色カラーLED コーディネートライト/かんたんリモ

コン標準装備/リアビジョンリンク機能対応（接続  

ケーブル/リモコン別売）/映像用 RCA ケーブル付属

（1m） 

オープン 11 月中旬 

TMX-RM3005B 

ボディカラー：ガンメタリックブラック 

10.1 型 LED WSVGA 液晶/かんたんリモコン標準  

装備/リアビジョンリンク機能対応（接続ケーブル/  

リモコン別売）/映像用 RCA ケーブル付属（1m） 

オープン 10 月下旬 

TMX-RM3005S 

ボディカラー：ダークシルバー 

10.1 型 LED WSVGA 液晶/かんたんリモコン標準  

装備/リアビジョンリンク機能対応（接続ケーブル/  

リモコン別売）/映像用 RCA ケーブル付属（1m） 

オープン 10 月下旬 

■天井吊り下げ型リアビジョン 取付けキット       ※意匠登録申請中/特許出願中 

品番 製品名 
標準小売価格 

（税・取付費別） 
発売予定時期 

KTX-Y1403KS 

トヨタ・ヴォクシー/ノア（80 系）専用（ツインムーンル

ーフ付車除く） 

TMH-RM3205 シ リ ー ズ / TMX-RM3205 シ リ ー ズ

/TMX-RM3005 シリーズ向け取付けキット 

※対応車種：ヴォクシー、ヴォクシーZS（80 系：H26/1～現在）/ヴォクシー

ハイブリッド（80 系：H26/2～現在）/ノア、 ノア Si（80 系：H26/1～現在）

/ノアハイブリッド（80 系：H26/2～現在） 

￥5,000 11 月中旬 

 

http://test.www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/tmx-rm3005s/
http://test.www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/tmx-rm3005b/
http://test.www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/tmx-rm3205s/
http://test.www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/tmx-rm3205b/
http://test.www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/to_list.html#voxy_80
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■アクセサリー/接続ケーブル 

品番 製品名 
標準小売価格 

（税・取付費別） 
発売予定時期 

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（サイズ 223.2×125.8mm） 

\2,000 発売中 

KWX-700RL 

PCX-RM3505 シリーズ/TMX-RM3205 シリーズ/ 

TMX-RM3005 シリーズ/TMX-RM905 シリーズ用 

リアビジョンリンクケーブル 

※アルパイン製リアビジョンリンク対応カーナビ用 

\4,800 発売中 

RUE-4213 
リアビジョンリンクリモコン（リア専用） 

※アルパイン製リアビジョンリンク対応カーナビ用 
\3,000 発売中 

 

http://test.www.alpine.co.jp/accessory/monitor/#blue_light
http://test.www.alpine.co.jp/accessory/monitor/#rearvisionlink_cable
http://test.www.alpine.co.jp/accessory/monitor/#rearvisionlink_remote


                                                                                                            

                            

                 www.alpine.co.jp                 - 5 - 

【 新製品の概要 】 

1．高輝度 LED バックライト液晶の大画面 10.1 型 WSVGA ディスプレイによる、   

高画質な映像 

TMX-RM3205/同 RM3005 シリーズは、高輝度 LED バックライト液晶の大画面 10.1 型

WSVGA ディスプレイを採用。DVD ビデオや地上デジタル放送をはじめとした映像を、コ

ントラストのはっきりした大画面・高画質で楽しむことができます。 

2．後席だけで DVD 再生や地デジ放送が楽しめる「ダブルゾーン」機能をはじめと  

した「リアビジョンリンク」対応 

アルパイン製車種専用カーAV/ナビゲーション一体機（※1）と別売のケーブルで接続する

ことで「リアビジョンリンク」機能に対応
（※2）

。後席のリアビジョンだけで DVD 再生や

地上デジタル放送の視聴が可能な「ダブルゾーン」機能をはじめ、リアビジョンからの映

像選択に加えて、地図表示や目的地検索、ルート設定などのカーナビ操作も快適に行うこ

とができます。リンク機能は別売の専用リモコンを使用しリア専用メニューから簡単操作

が可能です。 

※1 ：TMX-RM 3205/同 RM 3005 シリーズとリアビジョンリンクが可能なアルパイン製車種専用カ

ーナビゲーションは、EX1000/EX900/EX800/X900/ X800/700W/700D/EX009V/EX008V/  

007WV/VIE-X009/VIE-X008EX/VIE-X008/ VIE-X007WⅡ/ VIE-X007Ⅱ/VIE-X007W/ 

VIE-X007 の各シリーズと VIE-X088VS/X08VS/ X088V/X08V となります 

※2：アルパイン製車種専用カーAV/ナビゲーション一体機とリアビジョンリンク機能を利用するに

は、天井取付け型リアビジョン用リアビジョンリンクケーブル「KWX-700RL」（標準小売価格  

￥4,800/税･取付費別）が必要です。ナビ操作を行うにはリア専用リモコン「RUE-4213」（標準小

売価格 ￥3,000/税･取付費別（VIE-X088VS/X08VS /X088V/X08V には「RUE-4212」（標準小

売価格 ￥3,200/税･取付費別））が必要です 

3．「休憩モード」など、お子様の長時間視聴にも配慮した安心設計 

リアビジョンの視聴と休憩時間を設定することができる「休憩モード」を装備。また、

アルパイン製カーAV/ナビゲーション一体機との組み合わせでリアビジョンリンク機能を

使用すれば、モニターをクローズすると同時に DVD が一時停止。再びオープンすれば、

視聴していた場面から DVD を再生する
（※3）

など、お子様の長時間視聴にも配慮した設計

です。 

   ※3：モニタークローズ時の DVD 一時停止/ 再生連動機能は、2014 年モデル以降のアルパイン製   

ナビゲーションとの組み合わせ時のみ可能です 

4．インテリアコーディネートに対応する、7 色カラーコーディネート機能搭載 LED

ルームランプ装備（TMX-RM3205 シリーズ） 

ホワイトをはじめブルー、アンバー、グリーンなど 7 色に変更することができる 7 色カ

ラーコーディネート機能搭載 LED ルームランプを装備。お好みのカラーリングで、自動車

室内のインテリアコーディネートにも対応します。 

5．人気のミニバンをほぼ網羅。車種専用取付けキットで美しい装着を実現 

車種専用の取付けキットにより、ミニバンの天井に美しく装着が可能。インテリアの 
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雰囲気を損ねることがありません。車種専用取付けキットは人気のミニバンを多数カ

バーしています。 

6．お子様でも使いやすい「かんたんリモコン」標準装備 

     後部座席からでも快適に操作でき、お子様でも使える「かんたんリモコン」を標準装備し

ています。アルパイン製カーナビゲーションの DVD ビデオや地上デジタル放送などの操作

を始め（※4）、TMX-RM3205 シリーズではリモコンボタンひとつでリアビジョンのルームラ

ンプを点灯させることもできます。 

       ※4：アルパイン製ナビゲーションとのリアビジョンリンク接続時に限ります。接続条件については  

特長 2 の「※1、2」を参照ください。 
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【 新製品の主な仕様（天井吊り下げ型リアビジョンシリーズ（10.1型モデル）比較表） 】  

  ※赤枠線内が、今回の新製品です 

品番 PCH-RM3505シリーズ PCX-RM3505シリーズ TMH-RM3205シリーズ TMX-RM3205シリーズ TMX-RM3005シリーズ

液晶

解像度

画素数

ボディカラー
ガンメタリックブラック/

ダークシルバー

ガンメタリックブラック/ダー

クシルバー/ライトシルバー/

シャンパンゴールド/アイボ

リーゴールド

ガンメタリックブラック/

ダークシルバー

ガンメタリックブラック/

ダークシルバー

ガンメタリックブラック/

ダークシルバー

リアビジョンリンク対応 ○（※1） ○（※2） ○（※1） ○（※2） ○（※2）

HDMI対応
○

※別売ケーブル必要（※1）
―

○

※別売ケーブル必要（※1）
― ―

入力
HDMI：入力　1系統

AUX入力：1（映像のみ）
AUX入力：1（映像のみ）

HDMI：入力　1系統

AUX入力：1（映像のみ）

プラズマクラスター ―

カラーコーディネート

LEDルームランプ
○（7色）※ ○（7色）※ ○（7色）※ ○（7色）※ ―

リモコン 専用リモコン付属（RUE-3100P）

取付け

使用電源

アース方式

動作温度範囲

幅 300.3 mm 300㎜ 300.3 mm

高さ
37.5 mm(173.6 mm※)

*モニターを90度おろした時

34 mm(170 mm※)

*モニターを90度おろした時

37.5 mm(173.6 mm※)

*モニターを90度おろした時

モニター開閉部角度

奥行 250.4 mm 250㎜ 250.4 mm

専用リモコン付属（RUE-3000P）

車種専用パーフェクトフィット（別売）

AUX入力：1（映像のみ）

―

一般

－20～60度

＊ブルー・グリーン・アンバー・レッド・パープル・スカイブルー・ホワイト

300.3 mm

37.5 mm(173.6 mm※)

*モニターを90度おろした時

175°

モニター部

専用リモコン付属（RUE-3200P）

DC14.4V（動作範囲：11～16V）

マイナスアース

－20～60度

○（OFF/弱/強）

10.1型LED WSVGA液晶

1,024 X 600

175°

250.4 mm

1,843,200

10.1型LED WSVGA液晶

1,024 X 600

1,843,200

DC14.4V（動作範囲：11～16V）

マイナスアース

車種専用パーフェクトフィット（別売）

 

※1：2014 年モデルの車種専用カーAV/ナビゲーション一体機と HDM I リアビジョンリンク機能を使用するには、別売

の 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・取付費

別）が必要です。 

※2：アルパイン製車種専用カーAV/ナビゲーション一体機とリアビジョンリンク機能を利用するには、天井取付け型用

リアビジョンリンクケーブル「KWX-700RL」（標準小売価格 ￥4,800/税・取付費別）が必要です 

 



www.alpine.co.jp - 8 - 

【 アルパイン SNS（Social Network Service）のご案内 】 

アルパインでは、報道関係の皆様やお客様との楽しく、有意義なコミュニケーションを目的

として、各種の SNS（Social Network Service）を運営しております。 

■ facebook公式ページ

https：//www.facebook.com/ALPINEjapan 

■ Twitter 公式アカウント

  @ALPINE_JP 

■ みんカラ＋（プラス） 公式ページ

http：//minkara.carview.co.jp/userid/560256/blog/ 




