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【 2015 年 4 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・特許出願中 

品番 製品名 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

PXH12-RB-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/ターボモード搭載

プラズマクラスターイオン発生ユニット/Bluetooth 対応

/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機能対応（接続ケーブル/リモ

コン別売）/かんたんリモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月中旬 

PXH12-RB-B 

■12.8 型 LED WXGA 液晶リアビジョン 

ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット

/Bluetooth 対応/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機能対応（接続ケ

ーブル/リモコン別売）/かんたんリモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 5 月下旬 

PSH11-R-B 

■11.4 型 LED WSVGA 液晶リアビジョン 

ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット

/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機能対応（接続ケーブル/リモ

コン別売）/かんたんリモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月中旬 

PSH10-R-B 

■10.1 型 LED WSVGA 液晶リアビジョン 

プラズマクラスターイオン発生ユニット/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

ンリンク機能対応（接続ケーブル/リモコン別売）/かんた

んリモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月下旬 

PSH10-R-S 

■10.1 型 LED WSVGA 液晶リアビジョン 

プラズマクラスターイオン発生ユニット/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

ンリンク機能対応（接続ケーブル/リモコン別売）/かんた

んリモコン付属 

ボディカラー：シルバー 

オープン 6 月下旬 
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■天井取付け型リアビジョン                   ※意匠登録済・特許出願中           

品番 製品名 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

RSH11-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

/HDMI 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）/かんたんリモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 7 月上旬 

RSH10-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 

/HDMI 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）/かんたんリモコン付属 

ボディカラー：ブラック 

オープン 7 月上旬 

RSH10-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 

/HDMI 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）/かんたんリモコン付属 

ボディカラー：シルバー 

オープン 7 月上旬 

RSH10-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/リモコ

ン別売）/かんたんリモコン付属 

※ダブルゾーンコミュニケーションには対応しません 

ボディカラー：ブラック 

オープン 6 月上旬 

RSH10-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/リモコ

ン別売）/かんたんリモコン付属 

※ダブルゾーンコミュニケーションには対応しません 

ボディカラー：シルバー 

オープン 6 月上旬 

■車種専用リアビジョン取付けキット                   ※意匠登録済 

品番 製品名 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

KTX-Y1005VG 

■12.8 型リアビジョン取付けキット（カラー：グレー） 

トヨタ・アルファード/ヴェルファイア、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（30 系：H27/1~

現在）専用 

※ツインムーンルーフ有り/無し両対応 

￥15,800 6 月中旬 
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KTX-Y2005VG 

■12.8 型リアビジョン取付けキット（カラー：グレー） 

トヨタ・ヴォクシー/ノア（80 系：H26/1~現在）、エス

クァイア（H26/10～現在）専用 ※ハイブリッド車含む 

※ツインムーンルーフ無し車用 

※11.4 型リアビジョンの装着には「KTX-Y2004VG」（発売中：標

準小売価格 ￥15,800/税・取付費別）を使用します 

￥15,800 5 月下旬 

KTX-Y2015VG 

■12.8 型リアビジョン取付けキット（カラー：グレー） 

トヨタ・ヴォクシー/ノア（80 系：H26/1~現在）、エス

クァイア（H26/10～現在）専用 ※ハイブリッド車含む 

※ツインムーンルーフ付車用 

※11.4 型リアビジョンの装着には「KTX-Y2014VG」（発売中：標

準小売価格 ￥18,000/税・取付費別）を使用します 

￥15,800 5 月下旬 

KTX-Y1211SG 

■11.4 型リアビジョン取付けキット 

（12.8 型キットスペーサー） 

※12.8 型用リアビジョンキットで 11.4 型リアビジョンを

取り付けるためのスペーサーとなります。適合車種は 12.8

型用リアビジョン取付けキットに準じます。 

￥5,500 6 月中旬 

KTX-Y1603K 

■10.1 型リアビジョン取付けキット 

トヨタ・ランドクルーザープラド（150 系：H21/9~現在）

専用 

※サンルーフ無し車用 

￥12,800 5 月下旬 

KTX-Y509K 

■9 型リアビジョン取付けキット 

トヨタ・アクア（マイナーチェンジ後）/アクア X-URBAN

（H26/12~現在）専用 

￥12,800 5 月下旬 

KTX-H109 K 

■9 型リアビジョン取付けキット 

ホンダ・ヴェゼル/ヴェゼルハイブリッド（H25/12~現在）

専用 

￥12,800 5 月下旬 

KTX-N109K 

■9 型リアビジョン取付けキット 

日産・エクストレイル（32 系：H25/12~現在）専用 

※サンルーフ無し車用 

￥12,800 5 月下旬 

■ブルーライトカットフィルム                        

品番 製品名 
標準小売価格 

（税別/取付費別） 

発売予定 

時期 

KAE-R1200BF 12.8 型リアビジョン用 ブルーライトカットフィルム ￥2,300 5 月下旬 

※11.4 型と 10.1 型リアビジョンの装着には、発売中の車種専用取付けキットを使用します。詳細につきましては、

アルパインホームページをご覧ください。 
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