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2021 年 8 月 24 日 

＜アルパイン新製品ニュース＞ 

アルパインマーケティング株式会社 

 

専用パッケージ 3 車種、専用取付けキット 12 車種が登場 

ドライブレコーダー搭載デジタルミラー車種専用パッケージ、 

車種専用取付けキットを発表 

電子部品、カーエレクトロニクス関連製品の開発・製造・販売を行うアルプスアルパイン株式会社  

（東京都大田区、栗山 年弘社長）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、石田 宗樹社長）は、高感度カメラが後方視界を映し出すデジタルミラー製品として  

3 車種専用のドライブレコーダーパッケージと 12 車種専用の取付けキットを始めとした新製品を発表。

9 月上旬より販売を開始致します。 

【 新製品ラインアップ 】 

■ドライブレコーダー搭載デジタルミラー 車種専用パッケージ 

品番 製品名/対応年式等 
価格 

（税込・取付費別） 
発売予定日 

PKG-M01R-HI-200-6 

トヨタ・ハイエース専用 

11.1 型ドライブレコーダー搭載デジタルミラーパッケージ 

※ミラー本体/取付けアーム/リアカメラカバー付属 

＜対応車種＞ 

トヨタ・ハイエース（200 系：6 型 2020(R2)/5～現在） 

※本製品の装着により車両の純正オプション機能が制限される場合が

あります 

￥72,380 9 月上旬 

PKG-M01R-HIW-200 

トヨタ・ハイエース/レジアスエース ワイドボディ（200 系 

4・5 型）11.1 型ドライブレコーダー搭載デジタルミラーパ

ッケージ  ※ミラー本体/取付けアーム/リアカメラカバー付属 

＜対応車種＞ 

トヨタ・ハイエースワイド/レジアスエースワイド（200 系 

4・5 型 2013(H25)/12～2020(R2)/4 ワイドボディ/ミド

ルルーフ/ハイルーフ） 

※本製品の装着により車両の純正オプション機能が制限される場合が

あります 

￥72,380 9 月上旬 

PKG-M01R-LP-150 

トヨタ・ランドクルーザープラド専用 

11.1 型ドライブレコーダー搭載デジタルミラーパッケージ 

※ミラー本体/取付けアーム/リアカメラカバー付属 

＜対応車種＞ 

トヨタ・ランドクルーザープラド（2009(H21)/9～現在） 

※本製品の装着により車両の純正オプション機能が制限される場合が

あります 

￥72,380 9 月上旬 
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■デジタルミラー車種専用取付けキット 

品番 製品名/対応年式等 
価格 

（税込・取付費別） 
発売予定日 

KTX-M01-HI-200-6C 

11.1 型デジタルミラー・ハイエース専用取付けキット 

※リアカメラカバー付属 

＜対応車種＞ 

ハイエース（200 系 6 型 標準ボディ/標準ルーフ：2020(R2/5)～現

在） 

￥9,350 9 月上旬 

KTX-M01-HI-200-6 

11.1 型デジタルミラー・ハイエース専用取付けキット 

＜対応車種＞ 

ハイエース（200 系 6 型 標準ボディ/標準ルーフ：2020(R2/5)～現

在） 

￥3,850 9 月上旬 

KTX-M01-HIW-200 

11.1 型デジタルミラー・ハイエース/レジアスエース ワイ

ドボディ（200 系 4・5 型）専用取付けキット 

※リアカメラカバー付属 

＜対応車種＞ 

トヨタ・ハイエースワイド/レジアスエースワイド（200 系 

4・5 型 2013(H25)/12～2020(R2)/4 ワイドボディ/ミド

ルルーフ/ハイルーフ） 

￥9,350 9 月上旬 

KTX-M01-LP-150 

11.1 型デジタルミラー・ランドクルーザープラド専用取付

けキット 

※リアカメラカバー付属 

＜対応車種＞ 

トヨタ・ランドクルーザープラド（150 系 2009(H21)/9～

現在） 

￥9,350 9 月上旬 

KTX-M01-RV4-50 

11.1 型デジタルミラー・RAV4 専用取付けキット 

＜対応車種＞ 

トヨタ・RAV4（2019(H31)/4～現在） 

\3,850 9 月上旬 

KTX-M01-HA-60 

11.1 型デジタルミラー・ハリアー専用取付けキット 

＜対応車種＞ 

トヨタ・ハリアー（2013(H25)/11～2020(R2)/6） 

\3,850 9 月上旬 

KTX-M01-ES-50-E 

11.1 型デジタルミラー・エスティマ専用取付けキット 

＜対応車種＞ 

トヨタ・エスティマ（2006(H18)/1～2016(H28)/6） 

￥3,850 9 月上旬 
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KTX-M01-PRA-40 

11.1 型デジタルミラー・プリウスα専用取付けキット 

＜対応車種＞ 

トヨタ・プリウスα（2015(H27)/12～2021(R3)/3） 

\3,850 9 月上旬 

KTX-M01-CX5-KF 

11.1 型デジタルミラー・CX-5 専用取付けキット 

＜対応車種＞ 

マツダ・CX-5（2017(H29)/2～現在） 

\3,850 9 月上旬 

KTX-M01-CX8-KG 

11.1 型デジタルミラー・CX-8 専用取付けキット 

＜対応車種＞ 

マツダ・CX-8（2017(H29)/12～現在） 

￥3,850 9 月上旬 

KTX-M01-D5-1-E 

11.1 型デジタルミラー・デリカ D:5 専用取付けキット 

＜対応車種＞ 

三菱・デリカ D:5（2007(H19)/1～現在） 

￥3,850 9 月上旬 

KTX-M01-OD-RC 

11.1 型デジタルミラー・オデッセイ専用取付けキット 

＜対応車種＞ 

ホンダ・オデッセイ（RC 系 2013(H25)/5～2017(H29)/11 

（マイナーチェンジ前） 

￥3,850 9 月上旬 

＜購入前のご注意事項＞ 

アルパイン製デジタルミラーは純正交換タイプのため、装着後は純正ミラーに内蔵された機能はご利用いただけ

ません。車種ごとの注意事項につきましては、あらかじめホームページの車種専用製品ページをご確認ください 
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■ハイエース/レジアスエース自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用映像取り出しケーブル 

本製品は、車両側のオプションコネクターを使用して、バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー  

のバックカメラ映像を、ナビゲーションに映すための配線キットです。 

 

品番 製品名/対応年式等 
価格 

（税込・取付費別） 
発売予定日 

KWX-Y400HI-NR 

トヨタ・ハイエース/レジアスエース自動防眩インナーミラ

ー(バックモニター内蔵）用映像取り出しケーブル 

※アルパイン製デジタルミラー「DMR-M01R」「DME-M01」に対応 

※アルパイン製カーナビ カメラダイレクト接続端子に対応 

＜対応車種＞ 

ハイエース/レジアスエース（自動防眩インナーミラー（バッ

クモニター内蔵）装着車 200 系：2013(H25)/12～現在） 

 

￥5,500 9 月上旬 

KWX-Y410HI-G 

トヨタ・ハイエース/レジアスエース自動防眩インナーミラ

ー(バックモニター内蔵）用映像 RCA 変換ユニット 

※アルパイン製デジタルミラー「DMR-M01R」「DME-M01」に対応 

※RCA カメラ入力（リバース連動バックカメラ）を持つ製品に対応 

＜対応車種＞ 

ハイエース/レジアスエース（自動防眩インナーミラー（バッ

クモニター内蔵）装着車 200 系：2013(H25)/12～現在） 

￥16,500 9 月上旬 
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＜ご参考＞ 

【2021 年 2 月リリースモデル】ドライブレコーダー搭載デジタルミラー車種専用パッケージ 

品番 製品名/対応年式等 
価格 

（税込・取付費別） 
販売再開日 

PKG-M01R-AV-30 

トヨタ・アルファード/ヴェルファイア専用 11.1 型ドライブ

レコーダー搭載デジタルミラー 

※ミラー本体/取付けアーム/リアカメラカバー付属 

＜対応車種＞ 

トヨタ・アルファード（2015(H27)/1～現在）/アルファードハブリ

ッド（2015(H27)/1～現在）、トヨタ・ヴェルファイア（2015(H27)/1

～現在）/ヴェルファイアハイブリッド（2015(H27)/1～現在） 

※本製品の装着により車両の純正オプション機能が制限される場合が

あります 

￥72,380 ９月上旬 

PKG-M01R-NVE-80 

トヨタ・ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用 11.1 型ドライ

ブレコーダー搭載デジタルミラー 

※ミラー本体/取付けアーム/リアカメラカバー付属 

＜対応車種＞ 

ヴォクシー（2014(H26)/1～現在）/ヴォクシーハイブリッド

（2014(H26)/2～現在）、ノア（2014(H26)/1～現在）/ノアハイブ

リッド（2014(H26)/2～現在）、エスクァイア（2014(H26)/10～現

在）/エスクァイアハイブリッド（2014(H26)/10～現在） 

※本製品の装着により車両の純正オプション機能が制限される場合が

あります 

￥72,380 ９月上旬 

PKG-M01R-HI-200 

トヨタ・ハイエース/レジアスエース専用 11.1 型ドライブレ

コーダー搭載デジタルミラー 

※ミラー本体/取付けアーム/リアカメラカバー付属 

＜対応車種＞ 

ハイエース/ハイエース スーパーGL（2013(H25)/12～R2/4）、レジ

アスエース/レジアスエース スーパーGL（2013(H25)/12～R2/4） 

※本製品の装着により車両の純正オプション機能が制限される場合が

あります 

￥72,380 ９月上旬 

【2021 年 2 月リリースモデル】ドライブレコーダー搭載デジタルミラー/デジタルミラー 

品番 製品名/対応年式等 
価格 

（税込・取付費別） 
販売再開日 

DMR-M01R 11.1 型ドライブレコーダー搭載デジタルミラー ￥65,780 ９月上旬 

DME-M01 11.1 型デジタルミラー ￥54,780 ９月上旬 
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【2021 年 2 月リリースモデル】車種専用取付けキット（取付けアーム＋リアカメラカバー） 

品番 製品名/対応年式等 
価格 

（税込・取付費別） 
販売再開日 

KTX-M01-AV-30 

11.1 型デジタルミラー・アルファード/ヴェルファイア専用

取付けキット 

※リアカメラカバー付属 

＜対応車種＞ 

トヨタ・アルファード（2015 (H27)/1～現在）/アルファードハブリ

ッド（2015(H27)/1～現在）、トヨタ・ヴェルファイア（2015(H27)/1

～現在）/ヴェルファイアハイブリッド（2015(H27)/1～現在） 

￥9,350 ９月上旬 

KTX-M01-NVE-80 

11.1 型デジタルミラー・ヴォクシー/ノア/エスクァイア専用

取付けキット 

※リアカメラカバー付属 

＜対応車種＞ 

ヴォクシー（80 系：2014(H26)/1～現在）/ヴォクシーハイブリッド

（80 系：2014(H26)/2～現在）、ノア（80 系：2014(H26)/1～現

在）/ノアハイブリッド（80 系：2014(H26)/2～現在）、エスクァイ

ア（80 系：2014(H26)/10～現在）/エスクァイアハイブリッド（80

系：2014(H26)/10～現在） 

￥9,350 ９月上旬 

KTX-M01-HI-200 

11.1 型デジタルミラー・ハイエース/レジアスエース専用取

付けキット 

※リアカメラカバー付属 

＜対応車種＞ 

ハイエース/レジアスエース（標準ボディ/標準ルーフ：2013(H25)/12

～2020(R2)/4） 

￥9,350 ９月上旬 

 


