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建設機械・農業機械オーディオ

全機種ワイド FM対応

24V/唱2V共用マルチ電源

耐振設計防塵防滴高耐久性

l ワイドF阿 I

|マイナスカ外事/ご対応|

エヌぺリア株式盆社

海外バンド対応



新開発 露呈才、カセットレシーバー
・現行晶とデザインを変えずに、全面改良しました。

ラジオ

eワイドF阿+

新型チューナー ICを採用し

全面改良、新規開発。 プッシュ式電源スイッチ、ロータリーボリューム

-受信周波数 FM:76. 0""95. OMHz(ワイドFM)
AM: 522"" 1 629kHz 

・最大出力 14W+14W(2スピーカー)

・時計機能

・オートストア

-外形W178x H50 x D120 

※従来品と外形、取付穴は変更ありません。- ワイドFM(ステ凶 /AMチューナー

KRH・M68N fワイドF阿+
標準価格 24，800円(税別) マイナスカット車仕様:KRH・M68NB標準価格29，800円(税別)* 1 

GD ワイドFM/AMチューナー (1スビーカー用〉 ※KRH-M68Nの1スビーカーモデル(FMモノラル)です。他仕様はM68Nと同等です。

KRH・M69N標準価格 23，800円(税別)円 イドF附 マイナスカット車仕様:KRH-M69NB 標準価格28，800円(税見山*1 

・受信周波数 FM:76. 0""95. OMHz(ワイドFM)
AM: 522"" 1629kHz 

・最大出力 7W(内蔵スピーカー)

・時計機能

・オートストア

・外形W178xH50xD120

※従来品と外形、取付穴は変更ありません。- ワイドFM/AMチューナース日ー内蔵(ーレ〉

KRH・M73N fワイドF阿9
標準価格 26，800円(税別) マイナスカット車仕様:KRH・M73NB 標準価格31，800円(税別)* 1 
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AMチューナースビーカー内蔵〈モノラル〉

KRH・M33N・受信周波数 AM:522.......1629kHz 

・最大出力 7W(内蔵スピーカー)
標準価格 18，800円(税別)

・時計機能・オートストア
・外形W178x H50 x D120 

※従来品と外形、取付穴は変更ありません。

マイナスカット車仕様:KRH・M33NB 標準価格23，800円(税別)* 1 

- ハ 山一FM(ステ附/AMカセットレシーバー

KRH-M888N fワイドF阿+

AMチューナー(1スピー力一用〉

KRH-M26N・受信周波数 AM:522.......1629kHz 

・最大出力14W(1スピーカーモノラル)
標準価格 14，800円(税別)

・時計機能・オートストア
・外形W178x H50 x D120 

※従来品と外形、取付穴は変更ありません。

マイナスカット車仕様 KRH・M26NB 標準価格19，800円(税別)* 1 

-受信周波数 FM:76. 0""95. OMHz(ワイドFM)
AM  : 522"" 1 629kHz 

・最大出力30W+30W(2スピーカー)

・パス・トレフ、ルコントロール

・メタルテープ対応

・時計機能・オートストア

・外形W178XH50XD170

※従来品と外形、取付穴は変更ありません。

標準価格 48，800円(税別) マイナスカット車仕様:KRH・M888NB 標準価格55，800円(税別)川

-当カタログ掲載モデルは、 DC-DCコンバータ一内蔵ですので入力電圧DC24V/12V共用でご使用いただけます。



U S8端子、 AUX端子付きラジオ 24V/12V共用
• USBメモリーに入れた音楽等がお楽しみ頂けます。 .AUX端子にお手持ちのスマートフォンなど接続できます。

USB 

USB端子、 AUX端引寸ワイドFM(ステレオ)/AMチューナー

KRH・M唱03W
標準価格 32，800円(税別)

・受信周波数AM : 522-1629kHz 

F M : 76.0-95. OMHz 

・ボタン部バックライト

・オートストア
・USB端子部防塵ゴムキャップ

・AUX端子部防塵ゴムキャップ

eワイドF阿+
-最大出力 3OW+ 3 OW(2スピーカー)

・時計機能、時計 00分セット

・防滴正面パネル ・トリムプレート
・取付けネジ (M5x 8 4個)

・外形W178x H 50 x D 73 

ショートタイプ * 2 

USBメモリ一再生対応。 AUX入力対応。
※写真のUSBメモリーとケーブルは付属しません0

.USBメモリーの接続は市販の延長ケーブルを

ご使用下さい。延長ケープ、ルが無い場合はショート

タイプUSBメモリーをご使用ください。

.AUX接続コードは、市販の汎用品ステレオミニ

プラグ〈φ3.5mmタイプ〉をご利用いただけます0

.ホコリの進入を防ぐ防塵ゴムキャップ付きで、す。

※USB端子は、スマートフォン等のUSB充電は対応していません。 USBメモリ以外の機器(扇風機等)は接続しないでください。

AUX端子付きラジオ 24V/12V共用
・ AUX端子にお手持ちのスマートフォンなど接続できます。
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目AUX端引寸ワイドFM(ステレオ)/AMチューナー

KRH・M99W fワイドF阿+
標準価格 28，800円(税別)

-受信周波数AM : 522-1629kHz ・最大出力 3OW+3 OW(2スピーカー)

F M : 76.0-95. OMHz ・時計機能、時計 00分セット

・オートストア ・防滴正面パネル・トリムプレート
・AUX端子部防塵ゴムキャップ ・外形w178x H 50 x D 73 
・取付けネジ (M5x 8 4個) ショートタイプ * 2 

AUX入力対応。※写真のケーブルは付属しません0

・AUX接続コードは、市販の汎用品ステレオミニ

プラグ〈φ3.5mmタイプ〉をご利用いただけ

ます。

-ホコリの進入を防ぐ防塵ゴ、ムキャップ付きです。

47mm 
_. ~ 短い

I 73mm *2奥行きが短いショートタイプで、す。

KRH-M68Nと比較して47mm短い。

ショートタイプKRH-M103W、M99W
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.~~? 据え置き取付例 10c品開スピーカー内蔵 吊り下I耐例 10cm防滴スピ一日蔵

防滴ケース入りワイドFM/AMラジオ(スビーカー内蔵〉

KRH・M69NHS標準価格ぬ800円(税別)マイナ官ぷJZTrmffHR

KRH-M68N 

防滴ケース

ケースのみ※

MK，・2305
標準価格 9，800円(税別)

※ラジオ、スピー力ー

は別売りとなります。

KRH-M103W、
KRH-M99Wは対応して

いません。

ラインアップ i防滴ケース入りワイドFM/AMラジオ(スビーカーは正面パネル)
防滴ケース入りAMラジオ(スビーカー内蔵) I ※スピーカー部は
KRH・M26NHS 標準価格 30，800円(税別) I KRH-M73NMS 標準価格 37，900円(税別) 防滴ではありません。

マイナスカット車仕様:KRH・M26NBHS 標準価格 35，800円{税別)* 1 Iマイナスカット車仕様:KRH・M73NBMS 標準価格 42，900円(税別)* 1 

・防滴ケースは他のラジオやカセットレシ-/¥ーの組み込みも可能です。ご相談下さい。 (KRH-M103W、KRH-M99Wを除く)

* 1マイナスカット車仕様(B付き)は、車体から常時電源が供給出来ない場合ご使用ください。 時計機能はありません。
注意:マイナスカット車仕様はACCONで電源が入りません。ラジオのスイッチで電源を入れて下さい。
常時電源が無くてもラジオのメモリーを保持します。



アンテナ

ラバー 折れないラバータイプ RU・350(挟込固定型)

標準価格3，800円(税別)

-アンテナ長
・ケーブル長

1点止め固定

ラバー 折れないラバータイプ RA・532 (挟込固定型)

標準価格7，000円(税別)

3点、止め固定

-フピ アンテナ延長ケーブル

PA・525・P2ケーブル長 1.6m

PA，・525・P3ケーフ、ル長 2.8m

標準価格2，280円(税別)

縮長445mm(f申長 1，240mm)

SX-F唱26
標準価格 3，980円(税別)

・10cm/最大入力40W

・インピーダンス4Q

・スビーカーコード付

SX-M唱024K

AC-12唱圃P唱 ヶーフ、ル長:0.6m

AC-12唱圃P2 ケーブル長 1.2m

AC・唱2唱-P3 ケープ、ル長:2.0m

標準価格1，600円(税別)

SX-M唱028K
標準価格 2，980円(税別)

.1Ocm/最大入力20W

・インピーダンス 8Q

SX-M唱308S
標準価格 4，980円(税別)

.13cm/最大入力50W

・インピーダンス 8Q

・グリル一体型

・取付ネジ付

防滴 BOXスピー力一

SX-WP86 
標準価格 6，700円(税別)

・最大入力20W

・インピーダンス4Q

.W132 x H99 x D96 

防滴 BOXスピー力一

SX-WP96 
標準価格 3，500円(税別)

・最大入力 7W

・インピーダンス4Q

.W96 x H96 x D45 (薄型)

防塵カバー

標準価格 2，980円(税別)

・10cm/最大入力20W

・インピーダンス4Q

スピーカーグリル 10cmスピーカー用

sx圃，wp唱04防滴

標準価格 4，980円(税別)

・10cm/最大入力20W

・インピーダンス4Q

W112 1圃圃輯聾 W126

標準価格 980円(税別)

SX-F唱唱3G SX-F唱26G
標準価格 980円(税別)

製造元

工ヌぺリア椋式会社
干350-0833
埼玉県川越市芳野台2-8-85

電話 (049)226-9120
FAX (049)226-9136 
E-mail 

info@esperia.co.jp 

ホームページ

www.esperia.co.jp/ 
No. 2005SKOO 1ー 0

※写真の本体は別売りです

(カセットレシーノ〈ー:KRH-M888、KRH-M867、KRH-828に対応)

(カセットレシーバー専用)
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HK-26'"唱03

標準価格 1，300円(税別)

ラジオバラ線変換ハーネス

26-103は各ラジオの型式です

末尾N付も同じです

AT-3 

標準価格 400円(税別)

.L字金具 2個

.ステ- 1個

・ネジ一式

く〉仕様、デザインは改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。カタログの内容についてのお問い合わせは販売庖にご相談ください0

・写真は全てイメージです。写真の色は印刷や撮影条件により実際と異なって見える場合があります。

お買い求めは
ム注意 -正しく安全にお使いい

ただくために、ご使用前

に必ず「取扱説明書」を

よくお読みください。

A警告 -自動車の運転中に音

量調節な どの操作をし

ないでください。この

ような操作は、必ず安

全な場所に車を停車さ

せて行ってください。


