2015 年 2 月 26 日

新製品のご案内
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

新型ハイグレードミニバン向け取付けキットが早くも登場

新型アルファード/ヴェルファイア専用
ビッグ X、リアビジョン、バックビューカメラ取付けキットを発表
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、 その 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、
1 月 26 日に 発表 された ハイ グレー ドミ ニバン 、新 型ト ヨタ・ アル ファー ド/ヴェ ルフ ァイア 専用 のビ
ッグ X、リア ビジョ ン 、バッ クビ ュー カメラ /マ ルチ ビュー・リア カメラ取付 けキッ トを 発表 。3 月 18
日より、全国のアルパイン製 品取 扱店に て販 売を開 始い たしま す。

■新型トヨタ・ヴェルファイアへのビ ッグ X「X800」と リア ビジョ ン「 PCH-RM3505B」 の装着 イメー ジ

■新型トヨタ・ヴェルファイ アへの
「PCH- RM3505B」の天井 埋め 込み
装着イメージ
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【 新型トヨタ・アルファード/ヴェルファイア専用取付けキット新製品 】
■ ビッグ X 取付けキット
「KTX-800-AV」（標準小売価格：￥18, 000/税・取付費別）

3 月 18 日発売予定

新型 アル ファ ード （30 系：H27/1～現 在） と新 型ヴ ェ ルフ ァイ ア（ 30 系 ：H27/1～現 在 ）に、
ビッグ X シリーズを装着するための 専用 取付け キッ トです 。
※対応ビッグ X シリーズ：X800、X008 シリー ズ、X088 シ リー ズ
※パネルカラー：メタリックブ ラック
※ナビゲーション側には車種専 用チュ ーニン グは格 納し ていま せん
※車種専用チューニング（X800 シリ ーズ用 ）はア ルパ インホ ームペ ージ からダ ウンロ ード開 始予 定です
（3 月中旬開始予定）
※ 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 ： 標 準 小 売 価 格
￥8,000）が別途必要です。
※アルファードハイブリッド/ヴ ェルフ ァイ アハイ ブリッ ドへ の適合 は確認 中です

■ 10.1 型/10.2 型リアビジョン取付けキット
「KTX-Y1503VG 」（標準小売価格：￥15, 800/ 税・取付費別）

3 月 18 日発売予定

新型ア ルファ ード（30 系：H27/1～ 現在 ）と 新型ヴ ェルファ イア（30 系：H27/1～現 在）に、10.1
型/10.2 型リア ビジ ョンを 装着 する ための 専用 取付け キッ トです 。ハ イグ レード な室 内デザ イン に合
わせた、天井埋め込み型のキ ット です。
※対応リアビジョン：PCH-RM3505 シリ ーズ、 PCX- RM3505 シ リーズ 、T MH-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
※キット色：グレー
※ツインムーンルーフ付き車/ 無し車 の両 方に対 応しま す
※アルファードハイブリッド/ ヴェル ファ イアハ イブリ ッド への適 合は確 認中で す

■ バックビューカメラ/マルチビュー・リアカメラ用取付けキット
「KTX-C30AV」（標準小売価格：￥3,800/税・取付費別）

3 月 18 日発売予定

新型ア ルファ ード （30 系：H27/1～現 在） と新型 ヴェ ルフ ァイア （30 系： H27/1～現 在） に、 バ
ックビューカメラ/マルチ ビュー ・リ アカメ ラを 装着 するた めの 専用取 付け キット です 。
※対応バックビューカメラ/マ ルチ ビュー ・リア カメラ ：H CE-C92 0/C900 シリー ズ、H CE-C250 RD シ リーズ
※アルファードハイブリッド/ヴ ェルフ ァイ アハイ ブリッ ドへ の適合 は確認 中です
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【 2015年 2月度 新型アルファード/ヴェルファイア専用取付けキット新製品 】
■ビッグ X 取付けキット/DSRC･ETC 取付けキット
品番

主な仕様

※意匠登録出願中
価格

発売予定

（税別/取付費別）

時期

\18,000

3 月 18 日

\2,000

発売中

アルファ ード（3 0 系：H 27/1～現在 ）、ヴ ェルフ ァイア（ 30
系：H27/1～現在）専用ビッグ X 取付 けキッ ト
KTX-800-AV

※対応ビッグ X：X800、X00 8 シリ ーズ、 X088 シリー ズ
※ア ルフ ァー ドハ イブ リッ ド/ ヴェ ルフ ァイ アハ イブ リッ ド
への適合は確認中です
アルファ ード（3 0 系：H 27/1～現在 ）、ヴ ェルフ ァイア（ 30
系 ： H27/1 ～ 現 在 ） 専 用 DS RC/ETC ユ ニ ッ ト 用

KTX-Y20B

（HCE-B110V/HCE-B053）パーフ ェクト フィッ ト
※ア ルフ ァー ドハ イブ リッ ド/ ヴェ ルフ ァイ アハ イブ リッ ド
への適合は確認中です

■10.1 型/10.2 型リアビジョン取付けキット
品番

主な仕様

※意匠登録済
価格

発売予定

（税別/取付費別）

時期

￥15,800

3 月 18 日

アルファ ード（3 0 系：H 27/1～現在 ）、ヴ ェルフ ァイア（ 30
系：H27/1～現 在）専用

10.1 型/10.2 型リ アビジ ョン取 付

けキット（天井埋め込み型）
※対応リ アビジ ョン：P CH- RM3505 シリー ズ、P CX-RM35 05
シリーズ、TMH-RM32 05 シ リーズ、TMX-RM32 05/RM30 05
KTX-Y1503VG

シリーズ、PCX-R3500/R3300 シリ ーズ、
TMX-R3200/R3000 シリーズ
※キット色：グレー
※ツインムーンルーフ付き車/無し車の 両方に 対応し ます
※ア ルフ ァー ドハ イブ リッ ド/ ヴェ ルフ ァイ アハ イブ リッ ド
への適合は確認中です
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■バックビューカメラ/マルチビュー・リアカメラ用取付けキット/接続ケーブル
品番

主な仕様

価格

発売予定

（税別/取付費別）

時期

￥3,800

3 月 18 日

￥2,500

発売中

アルファ ード（3 0 系：H 27/1～現在 ）、ヴ ェルフ ァイア（ 30
系：H27/1～ 現在）専 用バッ クビュ ーカメ ラ/マルチ ビュー ・
リアカメラ取付けキット
KTX-C30AV

※対応 カメ ラ：H CE-C9 20/C90 0 シ リー ズ、H CE-C250 RD
シリーズ
※ア ルフ ァー ドハ イブ リッ ド/ ヴェ ルフ ァイ アハ イブ リッ ド
への適合は確認中です

アルファード（3 0 系：H27/1～現在）、ヴェルファイア
（30系：H27/1～現在）専用バックビューカメラ接続ケーブ
ル ※対応カメラ：HCE-C920/C900 シリーズ
KWX-Y008HA

※アルファードハイブリッド/ ヴェルファイアハイブリッドへ
の適合は確認中です
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