
車種専用
 アンビエントライト
車種専用

 アンビエントライト



フロント

車種専用スマートインストール車種専用スマートインストール
純正内装に自然と馴染み、高級感を生み出す
専用設計
※純正パネルを活用して装着します。

純正内装に自然と馴染み、高級感を生み出す
専用設計
※純正パネルを活用して装着します。

愛車の車室内をさらなる感動空間へ！愛車の車室内をさらなる感動空間へ！
アルパインスタイルだから

  実現できるカスタマイズ !!
アルパインスタイルだから

  実現できるカスタマイズ !!

ALPHARD/ VELLFIREALPHARD/ VELLFIRE

高輝度LEDチューブライティング高輝度LEDチューブライティング
導光チューブを採用し、ムラの少ない均一な
発光を実現
※明るさの調整はできません。

導光チューブを採用し、ムラの少ない均一な
発光を実現
※明るさの調整はできません。

アクセサリー、ルームランプにも連動アクセサリー、ルームランプにも連動
車両アクセサリーの電源に連動して点灯、
アクセサリーオフ状態でも純正ルームラン
プに連動して点灯 
※車種・グレードにより動作仕様が異なる場合がございます。

車両アクセサリーの電源に連動して点灯、
アクセサリーオフ状態でも純正ルームラン
プに連動して点灯 
※車種・グレードにより動作仕様が異なる場合がございます。

フロント リア

S “Cパッケージ” /  Z “Gエディション”
8灯セット　Color :ブルー
（ダッシュボードセット・フロントドアパネル・フロントドアスピーカー・リアドアパネル）

S “Cパッケージ” /  Z “Gエディション”
8灯セット　Color :ブルー
（ダッシュボードセット・フロントドアパネル・フロントドアスピーカー・リアドアパネル）

S “Cパッケージ”、X・S・S“タイプゴールド”/ 
Z “Gエディション”、  X・Z・Z“ゴールデンアイズ”
4灯セット　Color :ブルー
（ダッシュボードセット・フロントドアパネル）

フロントフロント リア

X・S・S“タイプゴールド”/ X・Z・Z“ゴールデンアイズ”
4灯セット　Color :ブルー
（フロントドアスピーカー・リアドアパネル）

フロントフロント リア

S “Cパッケージ” /  Z “Gエディション”
4灯セット　Color :ブルー
（フロントドアスピーカー・リアドアパネル）

TOYOTA 30系 アルファード／ヴェルファイア専用 ※写真はアルファードです。※写真はアルファードです。

フロント リア

X・S・S “タイプゴールド” /  X・Z・Z “ゴールデンアイズ”
8灯セット　Color :ブルー
（ダッシュボードセット・フロントドアパネル・フロントドアスピーカー・リアドアパネル）

X・S・S “タイプゴールド” /  X・Z・Z “ゴールデンアイズ”
8灯セット　Color :ブルー
（ダッシュボードセット・フロントドアパネル・フロントドアスピーカー・リアドアパネル）

¥43,780（税込）¥43,780（税込）
¥65,780（税込）

¥98,780（税込） ¥98,780（税込）



愛車の車室内をさらなる感動空間へ！愛車の車室内をさらなる感動空間へ！

NOAH/ VOXYNOAH/ VOXY

CX-5 / CX-8CX-5 / CX-8

グローブボックスパネルデコライングローブボックスパネルデコライン
※写真はアルファードS “Cパッケージ”です。※写真はアルファードS “Cパッケージ”です。

リアドアパネルデコラインリアドアパネルデコライン

フロントドアスピーカーデコラインフロントドアスピーカーデコライン

フロントドアパネルデコラインフロントドアパネルデコライン

※写真はアルファードSです。※写真はアルファードSです。
リアドアスイッチパネルリアドアスイッチパネル

ドリンクホルダーデコラインドリンクホルダーデコライン

6灯セット　Color :ホワイト
（ダッシュボードセット・フロントドアパネル・リアドアパネル）

4灯セット　Color :ホワイト
（ダッシュボードセット・フロントドアパネル）

6灯セット　Color :ホワイト
（ダッシュボードセット・フロントドアパネル・リアドアパネル）

4灯セット　Color :ホワイト
（ダッシュボードセット・フロントドアパネル）

6灯セット　Color :レッド
（ダッシュボードセット・フロントドアパネル・リアドアパネル）

4灯セット　Color :レッド
（ダッシュボードセット・フロントドアパネル）

6灯セット　Color :レッド
（ダッシュボードセット・フロントドアパネル・リアドアパネル）

4灯セット　Color :レッド
（ダッシュボードセット・フロントドアパネル）

TOYOTA 80系 ノア / ヴォクシー専用

MAZDA CX-5 / CX-8専用

※写真はヴォクシーです。※写真はヴォクシーです。

※写真は CX-8です。※写真は CX-8です。

フロント

フロント

リア

リア

¥88,000（税込）

¥65,780（税込）

¥88,000（税込）

¥65,780（税込）

生 産 終 了

生 産 終 了



8灯セット（ダッシュボードセット・フロントドアパネル・フロントドアスピーカー・リアドアパネル）

S “Cパッケージ” /   Z “Gエディション”

AS-30AV-ALS8-BL2［TYPE3］ ¥98,780（税込）

TOYOTA 30系 アルファード／ヴェルファイア専用

LINE UPLINE UP

6灯セット（ダッシュボードセット・フロントドアパネル・リアドアパネル）
AS-80NV-ALS6-WH ¥88,000（税込）

4灯セット（ダッシュボードセット・フロントドアパネル）
AS-80NV-ALS4-WH ¥65,780（税込）

TOYOTA 80系 ノア / ヴォクシー専用

6灯セット（ダッシュボードセット・フロントドアパネル・リアドアパネル）
AS-CX58-ALS6-RE ¥88,000（税込）

4灯セット（ダッシュボードセット・フロントドアパネル）
AS-CX58-ALS4-RE ¥65,780（税込）

MAZDA CX-5 / CX-8専用

8灯セット（ダッシュボードセット・フロントドアパネル・フロントドアスピーカー・リアドアパネル）

X・S・S “タイプゴールド” /  X・Z・Z “ゴールデンアイズ”

S “Cパッケージ” /  Z “Gエディション”

AS-30AV-ALS8-BL1［TYPE2］ ¥98,780（税込）

¥43,780（税込）
4灯セット（フロントドアスピーカー・リアドアパネル）

AS-30AV-ALS4-BLFR2

X・S・S “タイプゴールド” /  X・Z・Z “ゴールデンアイズ”

¥43,780（税込）
4灯セット（フロントドアスピーカー・リアドアパネル）

AS-30AV-ALS4-BLFR1

Color:ブルー

Color:ホワイト

Color:ホワイト

Color:レッド

Color:レッド

Color:ブルー

4灯セット（ダッシュボードセット・フロントドアパネル）

S“Cパッケージ”、X・S・S“タイプゴールド” /  Z“Gエディション”、X・Z・Z“ゴールデンアイズ”

AS-30AV-ALS4-BLF［TYPE1］ ¥65,780（税込）Color:ブルー

Color:ブルー

Color:ブルー

アルパインスタイル店舗限定販売 ! !

フロント リア

フロント リア

フロント

フロント リア

フロント リア

最新 LINE UP情報
詳しくは
動画でチェック

※取付工賃は別途かかります。※取付工賃は別途かかります。

生 産 終 了

生 産 終 了

2108 MC 0000○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ｔ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2021年3月現在のもので、製品のデザイン・仕様・名称・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。

▍営業時間：10:00～19:00　
▍定 休 日：毎週水曜日（第1・3・5火曜日）

アルパインスタイル 福岡R3／大阪171／モレラ岐阜／横浜246

TEL:092-663-5680
〒813-0002  福岡県福岡市東区下原1-22-25

アルパインスタイル福岡R 3

TEL:042-850-7282
〒194-0002  東京都町田市南つくし野2-30-12

アルパインスタイル横浜 2 4 6

TEL:072-640-6500
〒567-0065   大阪府茨木市上郡1-1-3

アルパインスタイル大阪 1 7 1

TEL:058-323-8343
〒501-0497   岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜1階 HUNT内

アルパインスタイルモレラ岐阜




