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　新しいクルマとの出会いは、まだ見ぬ未来と

の出会いに似ています。自分の知らない技術や

デザイン、素材との出会い。そしてそれらとともに

進むこれからの新しい日々 に人は期待をふくらませ、

ココロを踊らせることでしょう。

　そんな胸の高鳴りに、アルパインは応える術を

探しました。そして辿り着きました。

「アルパインスタイル」に。

　クルマは単一の部品ではありません。快適に

過ごすための室内空間があり、優越感をくす

ぐることのできるボディデザインがあり、家族を

笑顔にするサウンドや映像があり。そのすべて

を調和させ、デザインし、かつてない喜びを感じら

れるひとつの空間へと創造することが、アルパイン

スタイルが志すコンセプトなのです。

クルマを創造する。アルパインスタイル。
モービルメディアを中心に、インテリアはもちろん、エクステリアまで。

新しいクルマを、カーライフを、未来を創造する。それがアルパインスタイル。
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　アルパインスタイルは、他では決して手に入らない、カーライフをより

華やかに彩るエクステリアとともに感動を提供します。

　オーナーはもちろん、まわりの誰もが目にすることができるパート、エク

ステリア。止まっているときも走っているときも注目を浴びる場所だからこ

そ、そこに他とは違う「特別」をまとうことができれば、貴方のカーライフ

はより輝きを増します。まずは誰もが憧れる、スタイリングの構築から。そ

していずれは、アルパインが築き上げてきたカーエレクトロニクス技術

を駆使し、安全で地球にも優しく、よりわくわくしたドライブを実現でき

る、そのうえ華やかなエクステリアデザインへと昇華させていきます。

　デザインとエレクトロニクスを高次元で融合させた、未来のエクス

テリア。それがアルパインスタイルの目指す、先進のエクステリアです。

Elegant & Sophisticated Style
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　アルパインスタイルは、快適かつ便利で、乗り込む度に優越感を感じ

られるような、五感を刺激する上質なインテリア空間を創造します。

　オーナーが最もよく触れる場所、インテリア。そんな特別な空間である

からこそ、すべてにおいて妥協はできません。先進のモービルメディア、

ビッグＸをスマートにインストールし、リアエンターテイメントを充実、サウン

ドを追求することで垂涎のエンターテイメント空間を生み出すことはも

ちろん、それ以外も上質でプレミアムなテイストでまとめます。

　アルパインスタイルが提案するのは、目で見て、肌で触れて、耳で感動

して、五感で満足できるインテリアスペース。車種専用で作り上げる

からこそ得られるこの空間で、毎日のドライブはより楽しく、美しいものへと

変わります。

Relaxing Driving Space.
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Exterior

Aero Dynamics　［エアロダイナミクス］ ※全グレード対応

Exhaust　［エキゾースト］ ※新保安基準適合 / 加速騒音試験取得済 Wheels　［ホイール］ ※JWL/VIA 適合

スポーツ、スパルタン、シャープ、シンプル、スマート。
人を魅了するクルマに宿る5つのエレメントを取り込んで、妥協なく作り上げたプレミアムなエクステリアデザイン。
贅沢に用意された選択肢によって、自分らしいスタイルが表現できます。

「5S」コンセプトを体現し、
揺るぎない造形美を追求したエクステリア。

単に華美な装飾を誇るのではなく、細部の質感や仕立てに徹底してこだわること。
そうしたきめ細かなこだわりの積み重ねこそが、人の美意識を満たし、心を動かします。
インテリア空間には、細部にわたって幾つもの工夫が込められています。

徹底してディテールを研ぎ澄ませた、
プレミアムなインテリア空間。

Special  Equipment.

Interior

Seat Cover　［シートカバー］ ※シートカバー燃焼性試験（JIS D 1201）適合

Steering［ステアリング］

■CX-3用フロントハーフスポイラー〈FRP・未塗装〉
　AS-DK5CX3-ADF-X
　標準小売価格　¥47,000（税別）

■ALPINE STYLEオリジナルシートカバー
　（ベース部：PVCレザー/センター部：本革）
　ベース：ブラック
　パイピング・ドット：3color（ブルー・レッド・ブラック）
　AS-DK5CX3-SC
　標準小売価格　¥69,000（税別）

Seat Cover　［フロアマット］ ※フロアマット燃焼性試験適合

■ALPINE STYLEオリジナルフロアマット
　ベース：ブラック
　トリム：3color（ブルー・レッド・ブラック）
　AS-DK5CX3-FM
　標準小売価格　¥48,000（税別）

■CX-3用サイドステップ〈FRP・未塗装〉
　AS-DK5CX3-ADS-X
　標準小売価格　¥52,000税別）

■CX-3用リアハーフスポイラー〈FRP・未塗装〉
　AS-DK5CX3-ADR-X
　標準小売価格　¥47,000（税別）
　AS-DK5CX3-ADR２-X
　標準小売価格　¥47,000（税別）

Photo:左右2本出しマフラー（チタンコートテール）

■アルパインスタイルエンブレム

※Photoは20inch

ブラックカーボン&レザー
AS-DK5CX3-ST-BC
標準小売価格　¥51,000（税別）

■ALPINE STYLEステアリング

ブラックウッド&レザー
AS-DK5CX3-ST-BKW
標準小売価格　¥38,000（税別）

ブラウンウッド&レザー
AS-DK5CX3-ST-BRW
標準小売価格　¥38,000（税別）

ライトブラウンウッド&レザー
AS-DK5CX3-ST-PB
標準小売価格　¥38,000（税別）

パールレッド&レザー
AS-DK5CX3-ST-PRE
標準小売価格　¥38,000（税別）

■オリジナル
　ステッカー付属

■センターキャップ

■Balkën Bb.09X
　（ALPINE STYLE Limited Edition）
　ブラックメタリック / シルバーメタリック
　19×7.5 +48・+55　AS-WH-BB091975
　標準小売価格　¥51,000（税別）

MAZDA CX-3

※超音波センサー（4ヶ所）付き車に適合
※2017年6月～i-ACTIVSENSE標準装備リアバンパーに適合

■左右2本出しマフラー（チタンコートテール）
　ラウンドテール100Φ×2
　AS-DK5CX3-EXS-TI
　標準小売価格　¥128,000（税別）

■左右2本出しマフラー（ステンレステール）
　ラウンドテール100Φ×2
　AS-DK5CX3-EXS-ST
　標準小売価格　¥118,000（税別）

【ディーゼル車 4WD用】
■マフラーカッター（チタンコートテール）
　ラウンドテール100Φ×2
　AS-DK5CX3-MC-TI
　標準小売価格　¥30,000（税別）

【ディーゼル車 2WD用】

■マフラーカッター（ステンレステール）
　ラウンドテール100Φ×2
　AS-DK5CX3-MC-ST
　標準小売価格　¥22,000（税別）

▎ステッチ色は3カラーからお選びください。

　　 BL ： ブルーユーロステッチ

　　 RE ： レッドユーロステッチ

　　 BK ： ブラック

※Photoのエアロダイナミクスは塗り分け塗装済みとなります。

年式：2015年2月～／型式：DK5AW/FW

▎ステッチ色は3カラーからお選びください。

　　 BL ： ブルーユーロステッチ

　　 RE ： レッドユーロステッチ

　　 BK ： ブラック
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CX-3

●本カタログ掲載の価格には取付け費は含まれておりません。
●本カタログ掲載の各製品と実車のイメージ装着写真はハメコミ合成です。実際の装着とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●カタログと実際の製品及び画面の色とは印刷条件等により、多少異なる場合もあります。
※掲載情報は2017年12月現在のもので、製品のデザイン・仕様・価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
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