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2016年 7月 7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 

世界最大(※) 11型大画面搭載カーAV/ナビゲーションに新製品登場 

トヨタ・ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用 

「ビッグ X “11”（イレブン）」を発表 

 

ヴォクシー/ノア/エスクァイアのインパネにマッチする“ワイド・フェイス”デザインを採用 

あわせて 12.8型リアビジョン エントリーモデルなどの新製品も発表 

アルパイン株式会社（東京都品川区、米谷 信彦社長、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、世界最大(※)となる 11 型大画面を搭載したトヨタ・ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用   

「ビッグ X “11”（イレブン）」をはじめとする新製品を発表。7 月下旬より順次、アルパイン製品   

取扱店にて販売を開始致します。 

※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 

■世界最大 11型の大画面が映える“ワイド・フェイス”デザイン 

「ビッグ X ”11”（イレブン）」は、市販カーAV/ナビゲーション一体機としては世界最大となる  

11 型WXGAディスプレイを搭載。従来比（7型比）2.48倍となる大画面と、WVGA比 2.4倍の高

精細なWXGA液晶により、美しく見やすい地図や映像表示を実現しています。 

新製品のトヨタ・ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用「ビッグ X ”11”（イレブン）」（オープン価

格 / 9 月上旬発売予定）は、新たに大画面の 11 型ディスプレイを強調する“ワイド・フェイス”デザ

インを採用。さらにフェイス部にメタル調の加飾をほどこすことでコクピットとの一体感を生みだし、

車室内にプレミアムな空間を創出します（ヴォクシー/ノアはサテンメタル、エスクァイアはシャンパ

ンゴールドとなります）。 

■大画面・高精細 12.8型リアビジョンにエントリーモデルが登場 

大好評のリアビジョンシリーズには、大画面 12.8 型リアビジョンのエントリーモデルとなる

「RXH12X-L-B」（オープン価格 / 9月上旬売予定）を新発売。リアビジョンのラインアップがさら

に充実しました。 

※ビッグ X “11”（イレブン）の特長・機能につきましては下記の製品紹介ページをご覧下さい 

http://www.alpine.co.jp/carnavigation/point/exxv/ 

http://www.alpine.co.jp/carnavigation/point/exxv/
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■ビッグX ”11”（イレブン） 

EX11V-VO 

（トヨタ・ヴォクシー専用） 

装着イメージ 

 

■ビッグX ”11”（イレブン） 

 EX11V-NO 

（トヨタ・ノア専用） 

装着イメージ 

 

■ビッグX ”11”（イレブン） 

 EX11V-EQ 

（トヨタ・エスクァイア専用） 

装着イメージ 

※画像は開発中のものであり最終仕様とは異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。 

http://www.alpine.co.jp/carnavigation/ex11v-vo/
http://www.alpine.co.jp/carnavigation/ex11v-no/
http://www.alpine.co.jp/carnavigation/ex11v-eq/
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  ■12.8型リアビジョン 

RXH12X-L-B 

■KTX-Y1005BK によるリアビジョンの取付けイメージ 

（車両はトヨタ・アルファード、リアビジョンは PXH12X-R-AV：12.8型画面） 

※画像は開発中のものであり最終仕様とは異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。 

■RXH12X-L-Bの装着イメージ 
（車両はトヨタ・ヴォクシー、取付けキットは KTX-Y2005VG） 

http://www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/rxh12x-l-b/
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【 アルパイン 2016年 7月度 新製品一覧 】  

■ビッグ X  “11”（イレブン：11 型画面）シリーズ            ※意匠登録出願中 

品番 車種（年式） 
価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

EX11V-VO 

トヨタ・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）、ヴォク

シー特別仕様車 ZS“煌”（80系：H26 /11～H28/6）、ヴ

ォクシーハイブリッド ZS（H28/1～現在）、ヴォクシー

ZS“G‘ｓ”（H28/4～現在）  

※純正ステアリングリモコンコントロールキット

「KTX-Y401R」付属 

※ヴォクシー特別仕様車 ハイブリッド ZS “煌Ⅱ”/ ZS ”煌

Ⅱ”（H28/7～）につきましては車両検証を実施中です。結

果が判明し次第、情報を公開させていただきます 

オープン 9月上旬 

EX11V-NO 

トヨタ・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）、ノアハイブリッド Si

（H28/1～現在）、ノア Si “G’s”（H28/4～現在） 

※純正ステアリングリモコンコントロールキット

「KTX-Y401R」付属 

※ノア特別仕様車 ハイブリッド Si “W×B” / Si “W×B”

（H28/7～）につきましては車両検証を実施中です。結果

が判明し次第、情報を公開させていただきます 

オープン 9月上旬 

EX11V-EQ 

トヨタ・エスクァイア、エスクァイアハイブリッド（H26/10

～現在）、エスクァイア特別仕様車 ハイブリッド Gi 

“Black-Tailored” / Gi “Black-Tailored”（H28/1～現在） 

※純正ステアリングリモコンコントロールキット「KTX-Y401R」付属 

オープン 9月上旬 

※発売中のヴォクシー/ノア/エスクァイア対応製品は下記のリンク先ページをご覧下さい 

◆天井吊下げ型リアビジョンシリーズ 

http://www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/ 

●天井吊下げ型リアビジョン取付けキット 

  http://www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/list/rearvision_list.html 

◆ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用ステアリング連動バックビューカメラ 

  ●カメラカラー：ブラック 

  http://www.alpine.co.jp/camera/back-view-pkg/hce-c1000d-nve/ 

http://www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/
http://www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/list/rearvision_list.html
http://www.alpine.co.jp/camera/back-view-pkg/hce-c1000d-nve/
http://www.alpine.co.jp/carnavigation/ex11v-vo/
http://www.alpine.co.jp/carnavigation/ex11v-no/
http://www.alpine.co.jp/carnavigation/ex11v-eq/
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●カメラカラー：ホワイト

  http://www.alpine.co.jp/camera/back-view-pkg/hce-c1000d-nve-w/ 

◆サイドビューカメラ

  http://www.alpine.co.jp/camera/side-view/hce-cs1000/ 

●サイドビューカメラ取付けキット

  http://www.alpine.co.jp/camera/list/camera_list.html#fit_side-view 

◆マルチビューフロントカメラ

http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view/ 

◆ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用ルームカメラ

http://www.alpine.co.jp/camera/room-camera/pkg-cr1000-nve/ 

◆ETC2.0/ETC 車載器

  http://www.alpine.co.jp/accessory/view/?b=carnavigation&c=3 

●ETC2.0/ETC 車載器ビルトイン取付けキット

  http://www.alpine.co.jp/accessory/ktx-y20b/ 

http://www.alpine.co.jp/camera/back-view-pkg/hce-c1000d-nve-w/
http://www.alpine.co.jp/camera/side-view/hce-cs1000/
http://www.alpine.co.jp/camera/list/camera_list.html#fit_side-view
http://www.alpine.co.jp/camera/multi-view/
http://www.alpine.co.jp/camera/room-camera/pkg-cr1000-nve/
http://www.alpine.co.jp/accessory/view/?b=carnavigation&c=3
http://www.alpine.co.jp/accessory/ktx-y20b/
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■天井取付け型リアビジョン ※特許登録済

品番 製品名/概要 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

RXH12X-L-B 

12.8型 LED WXGA液晶リアビジョン 

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（コントロール

ボックス別売： IFA-RM5000-AV-D  標準小売価格 

￥9,800）/リモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

※リアエアコン コントロールはトヨタ・アルファード/

ヴェルファイアにのみ対応します 

オープン 9 月中旬 

■天井吊下げ型リアビジョン取付けキット

品番 製品名 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

KTX-Y1005BK 

■アルファード/ヴェルファイア”専用 12.8 型リアビジ

ョン取付けキット（ブラックルーフ用） 

※対応車種：アルファード特別仕様車 “TYPE BLACK” /

ヴェルファイア特別仕様車 “Golden Eyes”（30 系：

H28/7～現在） 

※ツインムーンルーフ付き/無し 両車両タイプに対応

キットカラ―：ブラック

￥15,800 7月下旬 

KTX-1211SB 

■11.5型リアビジョン取付けキット用スペーサー（ブラ

ックルーフ用） 

カラー：ブラック

￥5,500 7月下旬 

KTX-Y1503BK 

■アルファード/ヴェルファイア専用 10 型リアビジョン

取付けキット（ブラックルーフ用） 

※対応車種：アルファード特別仕様車 “TYPE BLACK” /

ヴェルファイア特別仕様車 “Golden Eyes”（30 系：

H28/7～現在） 

※ツインムーンルーフ付き/無し 両車両タイプに対応

キットカラ―：ブラック

￥15,800 7月下旬 

http://www.alpine.co.jp/monitor/flipdown/rxh12x-l-b/
http://www.alpine.co.jp/accessory/ktx-y1005bk/
http://www.alpine.co.jp/accessory/ktx-1211sb/
http://www.alpine.co.jp/accessory/ktx-y1503bk/

