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2016 年 5 月 12 日 

報道関係 各位 

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 

 

＜「ALPINE STYLE プレミアムスペースデザイン」がさらに進化＞ 

高画質を追求し、高精細WXGA液晶搭載モデルを充実 

新型リアビジョンシリーズを発表 

トヨタ・アルファード/ヴェルファイア専用の 12.8型をはじめ９型まで。 

画面サイズやプラズマクラスター技術搭載など、充実のラインアップ 

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・販売のアルパイン株

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、従来

比（WVGA 比）2.4 倍の高精細な WXGA 液晶搭載モデルを充実した新型リアビジョンシリーズを発

表。6 月 20 日より順次、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。 

 

 

 

        

 

 

 

    

 

 

  

■PXH12X-R-AV 
トヨタ・アルファード/ヴェルファイア専用 

12.8型WXGAモニター/プラズマクラスター技術搭

載（ターボモード付）/HDMI 接続対応（天井取付け

型） 

■PXH11X-R-B  
11.5 型 WXGA モニター/プラズマクラスター

技術搭載（ターボモード付）/HDMI 接続対応

（天井取付け型） 
 

（天井取付け型） 

■PXH12X-R-AV 装着イメージ 
 （車輛はトヨタ・アルファード/ヴェルファイア：30系 

H27/1～現在） 

■リアエアコン コントロール操作イメージ 
 （車輛はトヨタ・ヴェルファイア：30系 H27/1～現在、

リアビジョンは PXH12X-R-AV） 

   ※別売のコントロールボックスが必要となります 
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【新製品の開発コンセプト】 

■“大空間高級サルーン”の室内をさらにグレードアップする「ALPINE STYLE プレミアム

スペースデザイン」がさらに進化 

「ALPINE STYLE プレミアムスペースデザイン」は、2015 年 4 月の発表以来、車種ごとに最適な

空間をデザインする新たな車室内空間デザインコンセプトとしてお客様から高い評価をいただいてい

ます。 

その「ALPINE STYLE プレミアムスペースデザイン」がさらに進化。トヨタ・アルファード/ヴェ

ルファイア専用モデルとして世界最大サイズの 11 型高精細 WXGA 液晶を搭載した「ビッグ X “11”」

をはじめ（※1）、アルファード/ヴェルファイアのセンターアッパーボックスにビルトインできる専用

カーアロマが新たに登場。（※2） 

リアビジョンでは、新たにリアビジョンに後席専用エアコンのコントロール画面を表示させて調整

可能な「リアエアコン コントロール機能」にも対応しました（※3）。 

お客様のおクルマをさらにプレミアムな空間に創り上げる「ALPINE STYLE プレミアムスペースデ

ザイン」は、これからもさらに進化を続けてまいります。 

※1：市販型カーAV/ナビゲーション一体機として、2016 年 5 月 12 日時点（ともにアルパイン調べ） 

※2：専用カーアロマが付属する車種専用モデルは「EX11V-AL-B/EX11V-VE-B/EX9V-HA/X9V-PR」となります 

※3：リアエアコン コントロールは「PHX12X-R-AV」のみが対応します。その際は別売のリアエアコン コントロール

ボックス「IFA-RM5000-AV-D（標準小売価格：￥9,800･税別/取付費別）」が必要です 

■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（※1） 

 おクルマの後席で DVD や地上デジタル放送が楽しめるリアビジョンシリーズは、2005 年にミニバ

ン専用の天井取付けタイプとして登場以来、ご家族のドライブの必需品として好評を得ています。 

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などを観ることが

でき、ドライブが好きになった、というものです。お子様が、おクルマでの移動時間に退屈しなくな

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

ています。 

■プラズマクラスター技術も搭載し、車室内環境にも配慮したモデルを用意 

住まいやオフィスだけでなく自動車室内でも高まる“きれいな空気”に対するニーズにこたえ、「静

電気抑制・フェイスケア・空気浄化・脱臭（※3）」などの効果が実証されたプラズマクラスター技術を

搭載。車載用モニターと合体させることで、天井部という最適な場所から、プラズマクラスターイオ

ンを自動車室内に放出・拡散。自動車室内の快適な空気環境を実現し、好評を得ています。 

【新製品のおもな特長】 

1．さらなる高画質を追求し、高精細WXGA液晶ディスプレイ搭載モデルを充実 

新製品ではリアビジョンの画質を徹底追求。すべての画面サイズのモデルに高精細 WXGA モデルを

設定しました。従来比（WVGA 比）2.4 倍の高精細な WXGA 液晶で、これまで以上の迫力と高画質

で地上デジタル放送や DVD などの映像を楽しむことができます。 

2．WXGAモデルには高画質化に向けた ARコーティング液晶を採用  

WXGA 液晶搭載モデルには、さらなる高画質を目指して AR コーティング液晶を採用。光の屈折率

を変化させることで、反射光を打ち消し合わせて低減。光の透過率を向上させてコントラストにすぐ

れた高画質な映像を映し出します。 
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3．リアシートで快適なエアコン操作が可能なリアエアコン コントロール機能対応 （※1） 

トヨタ・アルファード/ヴェルファイア専用機能として、リアエアコンのコントロール機能を搭載。

別売のリアエアコン コントロールボックスを使用することで、リアエアコンのコントロール画面をリ

アビジョンに表示し、リモコンでコントロールが可能。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でき、エグゼクティブな快適空間を創出します。 

※1：リアエアコン コントロールは「PHX12X-R-AV」のみが対応します。その際は別売のリアエアコン      

コントロールボックス「IFA-RM5000-AV-D」（標準小売価格：￥9,800･税別/取付費別）が必要です 

4．HDMI によるフルデジタル接続。高画質で映像や地図、スマートフォンの動画やアプリ

が楽しめる 

同時発表の 2016 年アルパインカーAV/ナビゲーション一体機との HDMI によるフルデジタル接続

を実現（※1）。DVD/地上デジタル放送の映像や地図、スマートフォンの動画やアプリを高画質で楽し

むことができます。 

※1:リアビジョンとのフルデジタル接続には別売の HDMI ケーブル「KCU-610RV」（標準小売価格￥4,500/税・取付費別）

が必要です 

5．車種専用の天井型取付けキットで美しく装着 

12.8 型や 11.5 型という大画面モニターは、天井取付け型の車種専用取付けキット（別売）を用意
（※1）。大画面モニターがルームミラーに映り込みにくい後方視界に配慮した設計になっています。ま

たその他のサイズのモデルも、車種ごとに形状の異なる天井部に取り付ける車種専用取付けキットで、

美しく装着することができます。 

   ※1：12.8 型専用取付けキットは、トヨタ・アルファード/ヴェルファイア、ヴォクシー/ノア/エスクァイア、ステッ

プワゴンに対応します。また同時発表の取付けキット「KTX-Y3005VG」（標準小売価格￥25,000/税・取付費

別）によりハイエースにも対応します。 

6．リアビジョンリンクで HDMI接続した機器の後席独立再生も可能（※1） 

同時発表の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。後席のリアビジョンだけで地上デジタル放送や DVD が視聴でき

るほか、2016 年のアルパイン製カーAV/ナビゲーション一体機と HDMI で接続した機器の後席独立

再生も可能になりました。（※2）また、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。 

※1:HDMI リアビジョンリンク接続は、HDMI 出力端子を装備しているアルパイン製リアビジョンリンク対応ナビゲーショ

ンとの組み合わせ時のみ可能です 

7．プラズマクラスター技術搭載モデルにはターボモードを搭載 

天井部からプラズマクラスターイオンを放出・拡散することで好評のプラズマクラスター技術搭載

モデルにはターボモードを搭載。標準運転時の約 2 倍の高濃度プラズマクラスターイオンを放出する

ことで、さらに快適な空間づくりに貢献します。 

8．ナビ・リアビジョン連動の休憩モードで、お子様の長時間視聴にも配慮 

ダブルゾーン設定を搭載。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ほか、モニター

をクローズすれば同時に 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 の再生

ができるなど、お子様の長時間視聴にも配慮した設計です。 
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9．天井取付け型の 12.8型から 11.5型、10.2型、9型とラインアップが充実（※1） 

天井取付け型の新製品は 4 種類の画面サイズが登場。おクルマに応じた美しい装着と、ご家族での

楽しいドライブを盛り上げる充実のラインアップです。 

※1:PSA11S-R-B/RSA11S-R-B は 11.4 型、PSA10S/RSH10S/RSA10S の各シリーズは 10.1 型になります 

 

※リアビジョン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や DVD プレーヤーを

装備した AV 一体型カーナビ、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 

※  プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、Plasmacluster は、シャープ株式会社の商標です 

※プラズマクラスターイオンによる効果については、その他の特長ページをご覧ください 
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【 2016 年 5月度 リアビジョン 新製品一覧 】 

■プラズマクラスター技術搭載 天井取付け型リアビジョン     ※意匠登録済・特許登録済 

品番 製品名 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

PXH12X-R-AV 

■トヨタ・アルファード/ヴェルファイア（30 系：H27 年

1 月~現在）専用 12.8 型 LED WXGA 液晶リアビジョン 

アルファード、ヴェルファイア専用加飾/AR コーティング/

プラズマクラスター技術搭載（ターボモード付）/7 色カラ

ーコーディネート機能搭載 LED ルームランプ/HDMI リア

ビジョンリンク対応（接続ケーブル/専用リモコン別売）/

リアエアコン コントロール対応（ボックス別売）/リモコ

ン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月 20 日 

PXH12X-R-B 

■12.8 型 LED WXGA 液晶リアビジョン 

AR コーティング/プラズマクラスター技術搭載（ターボモ

ード付）/7 色カラーコーディネート機能搭載 LED ルーム

ランプ/HDMI リアビジョンリンク対応（接続ケーブル/専

用リモコン別売）/リモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月 20 日 

PXH11X-R-B 

■11.5 型 LED WXGA 液晶リアビジョン 

AR コーティング/プラズマクラスター技術搭載（ターボモ

ード付）/7 色カラーコーディネート機能搭載 LED ルーム

ランプ/HDMI リアビジョンリンク対応（接続ケーブル/専

用リモコン別売）/リモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月下旬 

PSA11S-R-B 

■11.4 型 LED WSVGA 液晶リアビジョン 

プラズマクラスター技術搭載（ターボモード付）/7 色カラ

ーコーディネート機能搭載 LED ルームランプ/リアビジョ

ンリンク対応（接続ケーブル/専用リモコン別売）/リモコ

ン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月下旬 
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PXH10S-R-B 

■10.2 型 LED WXGA 液晶リアビジョン 

AR コーティング/プラズマクラスター技術搭載（ターボモ

ード付）/7 色カラーコーディネート機能搭載 LED ルーム

ランプ /HDMI リアビジョンリンク対応（接続ケーブル/

専用リモコン別売）/リモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月下旬 

PSA10S-R-B 

■10.1 型 LED WSVGA 液晶リアビジョン 

プラズマクラスター技術搭載（ターボモード付）/7 色カラ

ーコーディネート機能搭載 LED ルームランプ /リアビジ

ョンリンク対応（接続ケーブル/専用リモコン別売）/リモ

コン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月下旬 

PSA10S-R-S 

■10.1 型 LED WSVGA 液晶リアビジョン 

プラズマクラスター技術搭載（ターボモード付）/7 色カラ

ーコーディネート機能搭載 LED ルームランプ /リアビジ

ョンリンク対応（接続ケーブル/専用リモコン別売）/リモ

コン付属 

ボディカラー：シルバー 

オープン 6 月下旬 

PXH9S-R-B 

■9 型 LED WXGA 液晶リアビジョン 

AR コーティング/プラズマクラスター技術搭載（ターボモ

ード付）/7 色カラーコーディネート機能搭載 LED ルーム

ランプ /HDMI リアビジョンリンク対応（接続ケーブル/

専用リモコン別売）/リモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月下旬 

 

■天井取付け型リアビジョン                   ※意匠登録済・特許登録済 

品番 製品名 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

RSA11S-R-B 

■11.4 型 LED WSVGA 液晶リアビジョン 

7 色カラーコーディネート機能搭載 LED ルームランプ/リ

アビジョンリンク対応（接続ケーブル/専用リモコン別売）

/リモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月下旬 

RSH10S-L-B 

■10.1 型 LED WSVGA 液晶リアビジョン 

HDMI リアビジョンリンク接続専用（接続ケーブル/専用リ

モコン別売）/リモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月下旬 
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RSH10S-L-S 

■10.1 型 LED WSVGA 液晶リアビジョン 

HDMI リアビジョンリンク接続専用（接続ケーブル/専用リ

モコン別売）/リモコン付属 

ボディカラー：シルバー 

オープン 6 月下旬 

RSA10S-R-B 

■10.1 型 LED WSVGA 液晶リアビジョン 

7 色カラーコーディネート機能搭載 LED ルームランプ/リ

アビジョンリンク対応（接続ケーブル/専用リモコン別売）

/リモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月下旬 

RSA10S-R-S 

■10.1 型 LED WSVGA 液晶リアビジョン 

7 色カラーコーディネート機能搭載 LED ルームランプ/リ

アビジョンリンク対応（接続ケーブル/専用リモコン別売）

/リモコン付属 

ボディカラー：シルバー 

オープン 6 月下旬 

RSA10S-L-B 

■10.1 型 LED WSVGA 液晶リアビジョン 

リアビジョンリンク対応（接続ケーブル/専用リモコン別

売）/リモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月中旬 

RSA10S-L-S 

■10.1 型 LED WSVGA 液晶リアビジョン 

リアビジョンリンク対応（接続ケーブル/専用リモコン別

売）/リモコン付属 

ボディカラー：シルバー 

オープン 6 月中旬 

RVA9S-L-B 

■9 型 LED WVGA 液晶リアビジョン 

リアビジョンリンク対応（接続ケーブル/専用リモコン別

売）/リモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月下旬 

 

■リアエアコン コントロールボックス 

品番 製品名 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

IFA-RM5000-AV-D 

■トヨタ・アルファード/ヴェルファイア専用リアエアコン 

コントロールボックス 

専用リモコン（RUE-1280A）/専用キット付属 

￥9,800 6 月 20 日 
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■取付けキット 

品番 製品名 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

KTX-Y3005VG 

■ハイエース専用 12.8 型リアビジョン取付けキット（ノー

マルルーフ専用） 

※対応年式：H19/8～現在 

￥25,000 6 月 20 日 

■リモコン 

品番 製品名 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

RUE-RST01 ■リアシート用リモコン ￥6,500 6 月 20 日 
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＜新型リアビジョンシリーズ その他の特長＞ 

■アルファード/ヴェルファイア専用モデルもラインアップ 

12.8 型 LED WXGA リアビジョン「PXH12X-R-AV」は、トヨタ・アルファード/ヴェルファイア

（30 系：H27/1～現在）専用モデル。プレミアムな空間創りを目指し、アルファード/ヴェルファ

イアの室内に最適な専用デザインを採用。アルファード/ヴェルファイアの大空間を、さらにプレミ

アムな空間にグレードアップします。 

■HDMIによるフルデジタル接続。高画質で映像や地図、スマートフォンの動画やアプリが

楽しめる 

同時発表の 2016 年アルパインカーAV/ナビゲーション一体機との HDMI によるフルデジタル接

続を実現（※1）。DVD/地上デジタル放送の映像や地図、スマートフォンの動画やアプリを高画質で

楽しむことができます。 

※1:リアビジョンとのフルデジタル接続には別売の HDMI ケーブル「KCU-610RV」（標準小売価格￥4,500/税・取付費別）

が必要です 

■細やかな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 （ RSH10S-L-B/ RSH10S-L-S/ RSA10S-L-B/ RSA10S-L-S/ 

RVA9S-L-Bを除く） 

室内灯としてのホワイトをはじめ、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。 
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【 リアビジョン搭載のプラズマクラスター技術で実証している効果 （シャープ株式会社調べ） 】 

これらの効果は、プラズマクラスター技術での試験結果によるものです。当商品で同様の効果を 

保証するものではありません。 

※1：浮遊カビ菌 

●試験機関：(財)石川県予防医学協会 

●試験方法：約 31m3（約 8 畳相当）の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアーサンプラ

ーにて測定(プラズマクラスターイオン濃度：25,000 個㎝ 3) 

■試験結果：約 83 分で除去率 99％。 

※2：浮遊菌 

●試験機関：(財)石川県予防医学協会 

●試験方法：約 31m3（約 8 畳相当）の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、その後試験空間内の菌を回収

し、空気中の除去率を測定(プラズマクラスターイオン濃度：25,000 個㎝ 3) 

■試験結果：約 14 分で 99％抑制 

※3：浮遊ウィルス 

●試験機関：ベトナム ホーチミン市 パスツール研究所 

●試験方法：約 25m3(約 6 畳相当)の試験空間内に、ウィルスを浮遊させ、プラズマクラスターイオンを放出。その後、

試験空間内のウィルスを回収し、空気中のウィルス除去率を測定（プラズマクラスターイオン濃度：25,000

個/m3） ●試験対象：浮遊した１種類のウィルス 

■試験結果：約 66 分後で 99％抑制 

※4：付着臭 

●試験機関：シャープ株式会社調べ 

●試験方法：約 41m3（約 10 畳相当)の試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスター 

 イオンを照射し、脱臭効果を 6 段階臭気強度表示法にて評価(プラズマクラスターイオン濃度：20,000 個/㎝ 3) 

■試験結果：約 55 分で気にならないレベルまで脱臭（付着しているニオイの種類・強さ・対象物の素材によって、ニ

オイ除去効果は異なります） 

※5：付着カビ臭を分解・除去 

●試験機関：シャープ株式会社調べ 

●試験方法：約 3.6m3 の車内空間にて、カビの臭い成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し、

プラズマクラスターイオンを照射しない布片との臭気を 2 点比較法にて評価 

■試験結果：約 45 分で脱臭効果を確認（付着しているニオイの種類・強さ・対象物の素材によって、ニオイ除去効果

は異なります） 

※6：静電気 

●試験機関：シャープ株式会社調べ 

●試験方法：約 3.6m3 の車内空間にて、5kV に帯電させた座席のヘッドレストにプラズマクラスターイオンを照射し、

0.5kV まで除電するのに要する時間を測定（プラズマクラスターイオン濃度：25,000 個/m3） 

■試験結果：約 4 分で初期電位 5kV が 0.5kV まで減衰 

※7：フェイスケア 

●試験機関：(株)総合医科学研究所    ●試験空間：6 畳相当   ●被験者：13 名(33～61 歳女性) 

●温度：約 28℃   ●湿度：約 40％   

●試験方法：被験者にはイオンを発生させた部屋と発生させない部屋に入っていただき、安静状態でこめかみの肌水分

量を測定（プラズマクラスターイオン濃度：25,000 個/㎝ 3） 
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■試験結果：イオンありの場合、運転 60 分以後に肌にツヤを与える効果が確認された 

※車室内を加湿するわけではありません 

※季節・周囲環境(温度・湿度・風の流れなど)や設置場所・使用時間・個人によって効果は異なります 

 

※リアビジョンに搭載されたプラズマクラスターユニットでは、総運転時間が約 19,000 時間経過するとユニット交換ランプが点滅し、プ

ラズマクラスターイオン発生ユニット交換時期となります（使用状況により、交換時期は異なります。たとえば、1 日 8 時間毎日運転し

た場合は、約 6 年 6 ヵ月後に交換時期となります） 

※プラズマクラスター技術には、浮遊ウィルスやダニのふん・死がいのアレル物質の作用を抑える機能はありますが、これによって無菌状

態がつくられるものではなく、感染予防を保証するものではありません 

※それぞれの実際のイオン個数や除菌・浄化効果は、車の室内の状況（当商品の設置場所、エアコンの風量、換気、広さ、形状など）や使

い方(イオンの吹き出し方向、運転モードなど)によって異なります 
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［新製品の主な仕様］ 

＜リアビジョン仕様比較表①＞ 

 

※1：新製品の車種専用カーAV/ナビゲーション一体機と 2015 年モデルの天井取付け型リアビジョンで HDMI 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：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 

 

 

 

 

品番

モニター部

液晶

解像度

画素数

ボディカラー

リアビジョンリンク対応

HDMI対応

入力

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

リモコン

取付け

使用電源

アース方式

動作温度範囲

幅

高さ

モニター部開閉角

奥行 318.6 mm

38 mm(208.3 mm※）

*モニターを90度おろした時

173.5°

-20℃～+60℃

390ｍｍ

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）

○（OFF/弱/強/ターボ）

○（7色）※2

専用リモコン付属

PXH12X-R-AV/PXH12X-R-B

12.8型LED WXGA液晶

○　※1

HDMI：入力　1系統

AUX入力：1（映像のみ）

ブラック

○　※1

1,280 X 720

2,764,800
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＜リアビジョン仕様比較表②＞ 

 

※1：新製品の車種専用カーAV/ナビゲーション一体機と 2015 年モデルの天井取付け型リアビジョンで HDMI 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：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 

 

 

 

 

 

品番 PXH11X-R-B PSA11S-R-B

モニター部

液晶 11.5型LED WXGA液晶 11.4型LED WSVGA液晶

解像度 1,280 X 720 1,024 X 600

画素数 2,764,800 1,843,200

ボディカラー ブラック ブラック

リアビジョンリンク対応 ○　※1 ○

HDMI対応 ○　※1 ー

入力
HDMI：入力　1系統

AUX入力：1（映像のみ）
AUX入力：1（映像のみ）

プラズマクラスター ○（OFF/弱/強/ターボ） ○（OFF/弱/強/ターボ）

カラーコーディネート

LEDルームランプ
○（7色）※2 ○（7色）※2

リモコン 専用リモコン付属 専用リモコン付属

取付け 車種専用パーフェクトフィット（別売） 車種専用パーフェクトフィット（別売）

使用電源 DC14.4V（動作範囲：11～16V） DC14.4V（動作範囲：11～16V）

アース方式 マイナスアース マイナスアース

動作温度範囲 -20℃～+60℃ -20℃～+60℃

幅 346.2mm 346.2mm

高さ
37.5 mm(192.6 mm※）

*モニターを90度おろした時

37.5 mm(192.6 mm※）

*モニターを90度おろした時

モニター部開閉角 175° 175°

奥行 299.3mm 299.3mm
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＜リアビジョン仕様比較表③＞ 

 

※1：新製品の車種専用カーAV/ナビゲーション一体機と 2015 年モデルの天井取付け型リアビジョンで HDMI 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：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 

 

 

 

 

 

 

 

 

品番 PXH10S-R-B PXH9S-R-B

モニター部

液晶 10.2型LED WXGA液晶 9型LED WXGA液晶

解像度 1,280 X 720 1,280 X 720

画素数 2,764,800 2,764,800

ボディカラー ブラック ブラック

リアビジョンリンク対応 ○　※1 ○　※1

HDMI対応 ○　※1 ○　※1

入力
HDMI：入力　1系統

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 ○（OFF/弱/強/ターボ） ○（OFF/弱/強/ターボ）

カラーコーディネート

LEDルームランプ
○（7色）※2 ○（7色）※2

リモコン 専用リモコン付属 専用リモコン付属

取付け 車種専用パーフェクトフィット（別売） 車種専用パーフェクトフィット（別売）

使用電源 DC14.4V（動作範囲：11～16V） DC14.4V（動作範囲：11～16V）

アース方式 マイナスアース マイナスアース

動作温度範囲 -20℃～+60℃ -20℃～+60℃

幅 300.3mm 308mm

高さ
37.5 mm(173.7 mm※）

*モニターを90度おろした時

37.5 mm(154.15 mm※）

*モニターを90度おろした時

モニター部開閉角 175° 175°

奥行 250.4mm 231mm
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＜リアビジョン仕様比較表④＞ 

 

※1：新製品の車種専用カーAV/ナビゲーション一体機と 2015 年モデルの天井取付け型リアビジョンで HDMI 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：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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品番 PSA10S-R-B PSA10S-R-S

モニター部

液晶 10.1型LED WSVGA液晶 10.1型LED WSVGA液晶

解像度 1,024 X 600 1,024 X 600

画素数 1,843,200 1,843,200

ボディカラー ブラック シルバー

リアビジョンリンク対応 ○ ○

HDMI対応 ー ー

入力 AUX入力：1（映像のみ） AUX入力：1（映像のみ）

プラズマクラスター ○（OFF/弱/強/ターボ） ○（OFF/弱/強/ターボ）

カラーコーディネート

LEDルームランプ
○（7色）※2 ○（7色）※2

リモコン 専用リモコン付属 専用リモコン付属

取付け 車種専用パーフェクトフィット（別売） 車種専用パーフェクトフィット（別売）

使用電源 DC14.4V（動作範囲：11～16V） DC14.4V（動作範囲：11～16V）

アース方式 マイナスアース マイナスアース

動作温度範囲 -20℃～+60℃ -20℃～+60℃

幅 300.3mm 300.3mm

高さ
37.5 mm(173.7 mm※）

*モニターを90度おろした時

37.5 mm(173.7 mm※）

*モニターを90度おろした時

モニター部開閉角 175° 175°

奥行 250.4mm 250.4mm
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＜リアビジョン仕様比較表⑤＞ 

 

※1：新製品の車種専用カーAV/ナビゲーション一体機と 2015 年モデルの天井取付け型リアビジョンで HDMI 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：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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品番 RSA11S-R-B RSH10S-L-B

モニター部

液晶 11.4型LED WSVGA液晶 10.1型LED WSVGA液晶

解像度 1,024 X 600 1,024 X 600

画素数 1,843,200 1,843,200

ボディカラー ブラック ブラック

リアビジョンリンク対応 ○ ○　※1

HDMI対応 ー ○　※1

入力 AUX入力：1（映像のみ） HDMI：入力　1系統

プラズマクラスター ー ー

カラーコーディネート

LEDルームランプ
○（7色）※2 ー

リモコン 専用リモコン付属 専用リモコン付属

取付け 車種専用パーフェクトフィット（別売） 車種専用パーフェクトフィット（別売）

使用電源 DC14.4V（動作範囲：11～16V） DC14.4V（動作範囲：11～16V）

アース方式 マイナスアース マイナスアース

動作温度範囲 -20℃～+60℃ -20℃～+60℃

幅 346.2mm 300.3mm

高さ
37.5 mm(192.6 mm※）

*モニターを90度おろした時

37.5 mm(173.5 mm※）

*モニターを90度おろした時

モニター部開閉角 175° 175°

奥行 299.3mm 250.4mm
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＜リアビジョン仕様比較表⑥＞ 

 

※1：新製品の車種専用カーAV/ナビゲーション一体機と 2015 年モデルの天井取付け型リアビジョンで HDMI 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：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 

 

 

 

 

 

 

品番 RSH10S-L-S RSA10S-R-B

モニター部

液晶 10.1型LED WSVGA液晶 10.1型LED WSVGA液晶

解像度 1,024 X 600 1,024 X 600

画素数 1,843,200 1,843,200

ボディカラー シルバー ブラック

リアビジョンリンク対応 ○　※1 ○

HDMI対応 ○　※1 ー

入力 HDMI：入力　1系統 AUX入力：1（映像のみ）

プラズマクラスター ー ー

カラーコーディネート

LEDルームランプ
ー ○（7色）※2

リモコン 専用リモコン付属 専用リモコン付属

取付け 車種専用パーフェクトフィット（別売） 車種専用パーフェクトフィット（別売）

使用電源 DC14.4V（動作範囲：11～16V） DC14.4V（動作範囲：11～16V）

アース方式 マイナスアース マイナスアース

動作温度範囲 -20℃～+60℃ -20℃～+60℃

幅 300.3mm 300.3mm

高さ
37.5 mm(173.5 mm※）

*モニターを90度おろした時

37.5 mm(173.5 mm※）

*モニターを90度おろした時

モニター部開閉角 175° 175°

奥行 250.4mm 250.4mm
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＜リアビジョン仕様比較表⑦＞ 

 

 

※２：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 

 

 

 

 

 

 

 

 

品番 RSA10S-R-S RSA10S-L-B

モニター部

液晶 10.1型LED WSVGA液晶 10.1型LED WSVGA液晶

解像度 1,024 X 600 1,024 X 600

画素数 1,843,200 1,843,200

ボディカラー シルバー ブラック

リアビジョンリンク対応 ○ ○

HDMI対応 ー ー

入力 AUX入力：1（映像のみ） AUX入力：1（映像のみ）

プラズマクラスター ー ー

カラーコーディネート

LEDルームランプ
○（7色）※2 ー

リモコン 専用リモコン付属 専用リモコン付属

取付け 車種専用パーフェクトフィット（別売） 車種専用パーフェクトフィット（別売）

使用電源 DC14.4V（動作範囲：11～16V） DC14.4V（動作範囲：11～16V）

アース方式 マイナスアース マイナスアース

動作温度範囲 -20℃～+60℃ -20℃～+60℃

幅 300.3mm 300.3mm

高さ
37.5 mm(173.5 mm※）

*モニターを90度おろした時

37.5 mm(173.5 mm※）

*モニターを90度おろした時

モニター部開閉角 175° 175°

奥行 250.4mm 250.4mm
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＜リアビジョン仕様比較表⑧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品番 RSA10S-L-S RVA9S-L-B

モニター部

液晶 10.1型LED WSVGA液晶 9型LED WVGA液晶

解像度 1,024 X 600 800 X 480

画素数 1,843,200 1,152,000

ボディカラー シルバー ブラック

リアビジョンリンク対応 ○ ○

HDMI対応 ー ー

入力 AUX入力：1（映像のみ） AUX入力：1（映像のみ）

プラズマクラスター ー ー

カラーコーディネート

LEDルームランプ
ー ー

リモコン 専用リモコン付属 専用リモコン付属

取付け 車種専用パーフェクトフィット（別売） 車種専用パーフェクトフィット（別売）

使用電源 DC14.4V（動作範囲：11～16V） DC14.4V（動作範囲：11～16V）

アース方式 マイナスアース マイナスアース

動作温度範囲 -20℃～+60℃ -20℃～+60℃

幅 300.3mm 308mm

高さ
37.5 mm(173.5 mm※）

*モニターを90度おろした時

37.5 mm(154.15 mm※）

*モニターを90度おろした時

モニター部開閉角 175° 175°

奥行 250.4mm 231mm




