


fT異常gBACK VIII SYST聞 匪霊留置

取付け車種や場所を選ばず、クリアな視界を確保。

後方以外の安全確認にも威力を発揮。

防水性と耐震性に優れた高感度カメラと高精細で明るいカラーモニターで、

過酷な環境下でもクリアな映像で安全を確認。

様々な場所に取付可能なカメラのラインアップとモニターの多彩な組み合わせで

様々なニーズに応じた安全運転サポートが可能です。

アルミダイキャス卜製の耐振性 (110m/52
)Iこ優

れた堅牢なボディに加えて耐塩害コーテイング、

防水構造を採用。さらにレンズ前面をガラスで

保護(※(-700除く)。優れた密閉性で高圧洗浄

(最大14.7MPa)や豪雨もシャッ卜アウトします。

月明かり程度の明るさ0.5ルクス

(Ix) /0.1ルクス (Ix)(※じ700)

の照度でも使用できる高感度カ

メラが、暗い場所でも鮮明映像を

映し出します。

サイドミラーに

取付可能

特殊車両にも

おすすめ!

C-700 

コンパク卜なカメラ本体を様々な方法で取付可能、

車幅規制などでスペース確保が難しい車両でも

理想に近い視野でドライバーの安心安全をサポートします。

前方確認にも便利・・-正像/鏡像(モニターにて切替)

取付位置に応じて正像/鏡像の切替えが必要な場合も安

心。後方や前方、側面、車内など各々の位置に応じた安

全確認ができます。※モ二女ーにで切替を行います。

圃・E玄室

力メラ ケーブル

左右の確認も可能…複数台のカメラ接続 | 後方確認をサポート・・・距離マークを表示

カラーL仁Dモニターは最大4台※のカメラを接続 | 手前からOm、1m、2m、3m、5m、7m、10m、

可能。車両後方だけでなく、側面や庫内など、様々 1 15m地点の距離マークを表示。

な箇所に取り付けたカメラの映像を確認できます。
※カメラ4台の接続はCM7230Rのみです。

*本カ空白グに掲載の画面友ぴ写真はイメージです。実際にモ二宮ー表示される画面とは異なります。

タモ 天用金具・アタッチメント

シャッタ-1寸きカメラ 小型カメラ

C4060R C-700 

7.0インチモニター

CM7220R17230R 

6.1インチモニター

CM6010R/6020R 
車種別アタッチメン卜

(※詳細は巻末参照)



-必要に応じて最適なシステムをと提案いたします!

コストパフォーマンス重視の後方確認システム
コンパクトでシンプルな機器構成。

低コストで、後方の障害物や人を映像で、しっかり確認できます。
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0=カメラ取付位置

システム機器構成

天吊金具 '"/ ~ 
K7210R… I 

小型CMOS
カラカメラ

C・700 15mケーブJレW3015R

DC12V/24V 

E習 いす￥(工)1"フ 標準キャブ・2014年5月-)の場合

①モニター 6.1型モニター 仁M6010R

天吊金異 K7210R 
②モニター取付機器

車(エ種ル別フアー標タ準ッチメン卜
キャブ用)

K7225R 

③カメラ 小型 CMOSカメフ 仁田700

④専用ケーブル 専用ケーブル (15m) W3015R 

6.1型LCDカラモ二生

CM6010R 

x 1 45，000円

x 1 8，800円

x 1 2，200円

x 1 32，000円

x 1 10，000円

〈参考〉 合計 98，000円(税別 ・取付費別)

※上記は参考価格となります。車種によりアタyチメン卜・ケ ブルの変更、延長ケーブル等必要になる場合があります。

※1天吊金具のほかに車種毎にアタノチメン卜が必要。

後方も側面も、周辺の状況をより広範囲に確認!
パックカメラに加え、コンパク卜なサイドカメラで側方もカバー。

死角になりやすいポイン卜の危険をよりクリアに確認できます。

小型CMOS
カラーカメラ

C-700 

標準合イプ
CMOSカラカメラ

C5000R 

8mケーフル W3008R

15mケーブルW3015R

DC12V/24V 

E罰 日野(デユ卜ロ :XZU7j4: 2011年12月-)の場合

①モニター
6.1型モーター

CM6020R 
(複数カメラ対応)

天吊金具 K7210R 
②モニター取付機器

車(デ種、ユ別卜アタッチメント
ロ XZU7j4用)

K7235R 

小型 CMOSカメラ (-700 
③カメラ

仁MOSカメラ (5000R 

④専用ケーブル
専用ケーブル (8m) W3008R 

専用ケーブル (15m) W3015R 

⑤ミラー取付用金具 ミフー取付用金具 K-8514 

6.1型LCDカラー壬二宮ー

CM6020R 

X1 48，000円

X1 8，800円

X1 2，200円

X1 32，000円

X1 38，000円

X1 8，600円

X1 10，000円

X1 5;000円

〈参考〉 合計 152，600円(税別 ・取付費別)

※上記は参考価格となります。車種によりアタンチメン卜・ケーブルの変更、延長ケーブル等必要になる場合があります。

※1天吊金具のほかに車種毎にアタyチメントが必要。

車両後方の危険をよりクリアに確認!
全面ガラス保護による優れた機密性のカメラで悪天候など

厳しい条件下でも後方の危険をクリアな映像で確認できます。

システム機器構成

標準空イプ
CMOSカラーカメラ

C5000R 20mケーブJレW3020R

DC12V/24V 

E週三菱ふそう(ファイター :2005年10月-)の場合

①モニター 6.1型モニター 仁M6010R

天吊金具 K7210R 
②モニター取付機器

車(フ種ァ別アタッチメン卜
イター用)

K7215R 

③カメフ 小型仁MOSカメフ 仁5000R

④専用ケーブル 専用ケーブル (20m) W3020R 

0=カメラ取付位置

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

6.1型LCDカラーモニター

CM6010R 

45，000円

8，800円

2，200円

38，000円

11，000円

〈参考〉合計 105，000円(税別・取付費別)

※上記は参考価格となります。車種によりア夕、ノチメント・ケーブルの変更、延長ケーブル等必要になる場合があります。

※1天吊金具のほかに車種毎にアタyチメントが必要。

側面や庫内の安全もしっかり管理!
左折時の巻き込み防止や、後方の安全確認のほか、

庫内のカメラで走行中の荷崩れがないかを

確認できます。
右側面

システム機器構成

小型CMOSカラーカメラ
C-700 

小型CMOSカラカメラ

C・700

庫内

標準51イプCMOSカラーカメラ
C5000R 

一一 、....• -~ーー ー 守・ 7.0型LCD力ラー壬ニヲー
標準宮イプCMOSカラーカメラF画面円ー二1ーーζー一戸ぶ二孟」 τ=- CM7230R 

C4010R I - J~~ ~ DC12V/24V 

1J'a1画面で切替表示。UDトラックス(クオン:2004年11月-)・トレーラーの場合

①モニター
7.0型モーター

ζM7230R X1 64，000円
(複数カメラ対応)

天吊金具 K7210R X1 8，800円

②モニター取付機器
車(ク種オ別ンアタッチメン卜

用)
K7235R X1 2，200円

小型 CMOSカメラ C-700 X2 64，000円

③カメラ CMOSカメラ 仁5000R X1 38，000円

仁MOSカメフ C4010R X1 41，800円

④専用ケーブル
トレーラージョイントケーブル Wl220R X2 

1山円1
専用ケーブル (8m) W3008R X2 17，200円

⑤ミラー取付用金具 ミラー取付用金具 K-8514 X2 10，000円

〈参考〉合計 346，000円 (税別 ・取付費別)

※上記は参考価格となります。車種によりア夕、ノチメント・ケーブルの変更、延長ケ ブル等必要になる場合があります。

※1天吊金具のほかに車種毎にアタyチメントが必要。
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鮮明なカラー映像で撮影。選べる4タイプ。

夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。専用モニター

だけでなく、お手持ちの力一ナビのモニターにも接続できます。※専用のパワーアダプタ (P0400R)が必要になります。

1-(2-4'6ぐ 1
ふ+ふ+++
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"'1 0 ド吋 や.c-寸-どl

l 勺 '-1 ， 
t___i一一 LLJ一一一一一一_j， 2-穴

5.21 1 

AI1 

⑪ 小型カラ・ 41.6 ケーブル畠{削O:t2叫

撮像素子 1/3.2型カラ一CMOS(1，297Hx977V) 

有効画素数 約61万画素(1，280Hx480V)

レンズ F=2.5 f=2.1 mm 

画角 水平・約126。垂直約95。

外形寸法 29.6(W)X29.6(H)x41.1 (D)mm(本体のみ)

使用照度 0 . 1Ix~ 1 OO，OOOlx 

質量 約120g(本体のみ)

耐振性 JIS 0 1601 11 Om/S2 5~1 OOHz (1 0.2G) 

耐水性 IP69K(高圧洗浄最大14.7MPa対応)

使用保証温度 -30'C~+ 70'C 

本体色 メタ1)ックク、レー

※正像/鏡像出力切替機能はありません

-希望小売価格:32.000円(税別・工事費別)

専用ブ、ラケットで様々 な場所に
取付可能なコンパクトカメラ

標準タイプltIM:'I=3カラーカメラ C5000R

lて孟う?;
(
m
w
O
F
)
 

撮像素子 1/3.2型カラ一CMOS(1，282Hx486V)

レンズ f=2.1 mm F=2.0 

画角 水平田約119。垂直約90'

外形寸法 52(W) x40(H) X38.4(D)mm(本体のみ)

使用照度 0.5Ix~1 OO，OOOlx 

質量 約135g(本体のみ)

耐振性 JIS 0 1601 11 Om/S2 5~1 OOHz 

耐水性 JIS D0203(ただし高圧洗浄最大14.7MPa)

使用保証温度 -15'C~+55'C 

本体色 ミテJイ7フムメタ1)ックク‘レー

※正像/鏡像出力切替機能はありません

.希望小売価格:38，000円(税別・工事費別)

様々 な用途、車種に対応可能な小型カメラ。

標準タイプltIM:.~カラーカメラ C4010R

一一〕一

置ずs1itFが器 :1

∞ ) 撮像素子 1/3.2型カラ一CMOS(1，282HX486V)

レンズ f=2.0mm F=2.0 

画角 水平:約124'垂直田約94'

外形寸法 92(W) X40 (H) x40.7(D)mm 

使用照度 0.5Ix~1 OO，OOOlx 

質量 約175g(本体のみ)

耐振性 JIS 0 1601 11 Om/S2 5~ 100Hz 

耐水性 JIS D0203(ただし高圧洗浄最大14.7MPa)

使用保証温度 -15'C~+55'C 

本体色 ミテ3イアムメタ1)ックク.レー

※正像/鏡像出力切替機能はありません

-希望小売価格:41，800円(税別・工事費別)

開示図国J一つ

LL士主j
a A 犬笠]

ß]~g足取が ト|、 V 翠

シャッタータイプ~カラーカメラ C4060R

撮像素子 1/3.2型カラ一CMOS(1 ，282Hx486V) 

レンズ f=2.0mm F=2.0 

画角 水平:約124。垂直:約94'

外形寸法 92(W) x40(H) x46.2(D)mm 

使用照度 0.5Ix~1 OO，OOOlx 

質量 約220g(本体のみ)

耐振性 JIS 0 1601 11 Om/S2 5~1 OOHz 

耐水性 JIS D0203(ただし高圧洗浄最大14.7MPa)

使用保証温度 -15'C~+55'C 

本体色 ミディアムメタリックグレー

※正像/鏡像出力切替機能はありません

.希望小売価格:51，800円(税別・工事費別)

レンズ前面に防護シャッターを採用。
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| モニター [ 高精細ワイド液晶で、昼夜を問わず快適映像。

高精細ワイド液晶で昼夜を問わず優れた視認性を発揮するLCDカラーモニター。

輝度補正、複数カメラの接続・切替、遠近感をつかみやすい距離マーク表示など、充実した機能を搭載しています。

6 カラーモョーCM6010R/CM6020R

.CM6010R希望小売価格:45，000円(税別・工事費別)
・CM6020R希望小売価格:48，000円(税別・工事費別)

高精細ワイド液晶で視認性を向上。さら 入力信号

に、 LEDパックライトを採用し長寿命化 蚕芸蚕手
を実現。最大3台のカメラを接続でき、 百三ヲ雇福命数

ウィン力一連動や距離マーク表示など

豊富な機能を搭載。

NTSC/PAL (自動切替)

6.1型ワイドTFTLCD (16:9) 

CM6010R:最大1台

CM6020R:最大2台/外部映像入力X1

電源 DC12/24V共用

外形寸法 168(W)X114(H)X33.6(D)mm 

(ボタン・突起物含まず)

費量 CM6010R:340g以下(本体のみ)

CM6020R:350g以下(本体のみ)

耐振性 JIS 0 1601 45m/s2 5-100Hz 

使用保証温度 o "C-+50"C (ただし結露なきこと)

本体色 ダークメタ1)ックク、レー

同梱付属品 専用ケーブルX1、取扱説明書X1

4 ヨ
68 』山

|口
T~互E::JJ

70型~カラーモニータ一 CM7220R/CM7230R
.CM7220R希望小売価格:56，000円(税別・工事費別)
・CM7230R希望小売価格:64，000円(税別・工事費別)

高精細・高輝度の大型ワイド液晶で視認 入力信号

性を向上、 LEDパックライトを採用し長 蚕芸蚕享
寿命化を実現。最大4台のカメラを接続 五7ヲ瓦続台数

でき、ウイン力一連動や距離マーク表示

など豊富な機能を搭載。

hLY--4P曹司

NTSC/PAL (自動切替)

70型ワイドTFTLCD (16・9)

CM7220R:最大1台

CM7230R:最大4台

DC12/24V共用

190(W)X124(H) x33.6(D)mm 

(ボタン・突起物含まず)

電源

外形寸法

質量

耐振性

使用保証温度

本体色

390g以下(本体のみ)

己

I C=J 
目 田 町 司‘ 嗣 一

L
-

JIS 0 1601 45m/s2 5-100Hz 

o "C-+50"C (ただし結露なきこと)

タークメタリックグレー

同梱付属品 専用ケフルX1、取扱説明書X1

※標準天吊金具fK7210RJとの組み合わせ時。

※標準天吊金具fK7210RJとの組み合わせ時。

-*盟主2・様々な使い方に対応可能な取付キット。

カヒ、ジョン周ケーブル

トレーラージョイン卜

-カメラプロテクター・KC-114(C40 1 OR用)

希望小売価格:8，200円(税別・工事費別)

.KC・200(C5000R用)

希望小売価格:7，000円(税別・工事費別)

※カメラは別売りです。

・KC・700(C・700用)希望小売価格:6，000円(税別・工事費別)

-ミラー取付用金具 K・8514
・希望小売価格:5，000円(税別・工事費別)
※適合車種は巻末参照 ※取付例

(C-700の場合)

圃標準天吊金具 K7210R一…ー船
.6.1/7.0型LCDカラーモニター据置取付キット K7200R --; 

・希望小売価格:6，000円(税別・工事費別) ~固'

-パワーアダプタ P0400R

・希望小売価格:12，000円(税別・工事費別)

専用カメラに電源を供給し、
ビデオ信号を出力します。(パックギア連動) ※カメラは1台のみ接続可能

「l~ ~I =====l 

電源電圧 DC12!24V 

ビデオ出力 RCA PINジャック

約83(W)X34(H)X82(D)mm
外形寸法 (本体のみ、突起物を含まず)

質量 約280g

-映像出力アダプター P同0400RY
・希望小売価格:38，000円(税別・工事費別)

ドライブレコーターなどに映像を出力することが可能

-専用ケーブル

ロEロ3 名 型名
希望小売価格

(税別・工事費別)

23mケーブル W3023R 12.000円

20mケーブル W3020R 11.000円

15mケープ〕レ W3015R 10.000円

12mケーブル W3012R 9.600円

8mケーフル W3008R 8.600円

防水中継ケーフjレ(4m) W3004RR 8.000円

トレーラ ジョイン卜 W1220R 50.000円
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トラック用

後方確認センサー ム一アh
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カメラの死角を「音jでカバー
BACK VIEW SYSTEMの補助機能としてカメラでカバーしきれない死角の障害物を超音波センサーで検知し、音で警告。

モニター映像に集中しにくい運転シーンでも安全を強力にサポートします。

よそ見して映像を確認していなかった!

周りが暗くてカメラの映像がよく見えなかった!

サイドミラーばかり見ていて後ろの障害物に気づ、かなかった !

カメラに頼りすぎて死角に気づ、かなかった!

後方左上
前方左上 血..-.・ 後方;右上

〈 業務への影響 〉
・ 警察への出頭や被害者へのお詰びなど事後処理で業務ができ

ない!(当事者・経営者)

・職場全体の雰囲気が低下! 従業員はもとより荷主にも重いムー

ドが沈滞します0

. 事業者としても民事・刑事・行政上の法的責任を負うことも!

事故防止を

徹底したいけど、

どうすれば・・・

〈 人的・経済的影響 〉
・ 車両修理費の負担。また負傷者が発生することも。

. 被害者に対しての休業補償。死t事故に発展した場合は多大

な慰謝料が発生0

・次年度以降の自動車保険料が増加!
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-視覚と聴覚で安心、安全をより強力にサポート。

超音波センサーで障害物を検知し、音とモニター表示で注意を促します。

超音波センサー [60cmモード] [1 mモード]

Y |陸軍閥悶 宮E

60cm以上 鴫りません

1m~60cm ビッピッ… (ゆつくりとした断続音)
60cm~40cm ビッピッ… (やや早い断続音)

ビッピッ… (やや早い断続音)60cm~40cm 

40cm~30cm Iビピピ・ (早い断続音) 40cm~30cm ビピビ… (早い断続音)

音の種類で危険度がわかる! 130cm以内

モニター
[後方]左上側
センサー距離

[後方]右上側
センサー距離

(連続音) 30cm 以内 ピー (連続音)

..............................、..............・ .・・.. ..  . . . . .・・・・・・.....................-・ .・ .. . . . 

J'¥ックカメラ

モニターに障害物までの距離を表示l

※前方左コーナーは音のみの案内となります。

イメージ

-必要に応じて最適なシステムをご提案いたします!

運転席からの死角をバランスよくカバーする3点センサー

EEIいす忘(工ルフ:標準キャブ:2004年5月-)の場合

①モニター

②モニター取付機器

③カメラ

④専用ケーブル

⑤ トラックソナー

6.1型モニタ一

天吊金具

車種別アタッチメン卜(エルフ 標準キャブ戸用)

小型カメラ

専用ケーブル (15m)

3点センサー(後方上部 2点・前方左上部1点)セット

※右記は参考価格となります。車種によりアタッチメン卜 ・ケーブルの変更、
延長ケーブル等が必要になる場合があります。

床にも障害物が多い構内での車庫入れに便利な後方4点センサー

m.I日野(デ、ユトロ:ルームミラー・ランプ分離型:2011年8月-)の場合

①モニター I 6.1型モニター

天吊金具
②モニター取付機器

車種別アタッチメント(デュトロ:ルームミラー・ランプ分離型用)

③カメラ 小型カメラ

④専用ケーブル 専用ケーブル (15m)

⑤ トラックソナー 4点センサー(後方上部 2点後方下部 2点)セット

※右記は参考価格となります。車種によりアタッチメント ケーブルの変更、
延長ケーブル等が必要になる場合があります。

CM6010R x 1 45，000円

K7210R x 1 8，800円

K7225R x 1 2，200円

仁5000R x 1 38，000円

W3015R x 1 10，000円

E213-FAOO Xl 79，800円

〈参考〉合計 183，800円(税別・取付費別)

CM6010R x 1 45，000円

K7210R x 1 8，800円

K7235R x 1 2，200円

仁5000R x 1 38，000円

W3015R x 1 10，000円

E213-LAOO x 1 84，800円

〈参考〉合計 188，800円(税別 ・取付費別)
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|間クソナー町山OO(綿)/閉山[illIf:!点)

.E213・FAOO(3点)
希望小売価格:79，800円(税別・工事費別)

.E213・LAOO(4点)
希望小売価格:84，800円(税別・工事費別)

トラックソナー(本体・センサーケーブル・制御装置)

定格電源 DC12V~24V 距離表示 後方確認カメラのモニター函面内に距離を表示する別

計測方式 送受一体型超音波検知方式 (30cm以下の場合はiSTOPJと表示)

センサー数 後方上部に2センサー、前方左上部に1センサー アラーム ブザーによる警告音

計測距離範囲 最大1.0m※1 使用温度範囲 20
0

C ~ 60
0

C 

(25cm以下は計測が不確実になる場合があります) 外形寸法 本体ユニット(突起物を含まず)

作動条件 後方センサー:リバースギヤ検出

前方センサー:前方の障害物を検知 重量

118(W)X36(H)X115(D)mm 

本体ユニット 約400g

車速パルス 予め設定した車速以上で全てのセンサーが動作を停止幻 本体色

-パックビ‘ユーシステム以外は装着で、きませんので、ご了承ください。

※1計測できる距離は障害物の大きさにより変化することがあります。

※2本製品の白色線を車両の車速パルス信号に接続した場合に限ります。

※3距離表示は障害物との絶対距離を表示するものではありません。

シルバー

-音声+インジケーターで危険をお知らせ。

コストパフォーマンスにすぐれたシンプルモデル

こんなお客様に
おすすめ

バックカメラとモニターは
すでに装備してるけどもっと

安全対策を強化したい

インジケーター付
トラックソナー

なるべくコストを抑えて
安全対策がしたい

トラックソナーは音で危険を警告!
超音波センサー インジケーター

4個 (2個)の超音波セン サ ー で 後 方 の 障 害 物 や 人 な ど を 検 知 し、アラート音と

インジケーターで警 告、視覚に頼らずに事故の危険を回避する事が可能です。

ダッシュボードの上やインパネの側面な

どに設置できます。 障害物の位置を赤

色LEDで確認可能、LEDの点滅速度で、

距離感覚がつかめます。

E.IiiiiIP..iIi量盈盈函=・・・・・・・・・・・ パックセンサー

1¥ックセンサー |障害物検知距離 ブザー音 障害物検知距離 ブザー音

60cm以上 鳴りません 1.8m以上 鳴りません
コーナーセンサー I 60cm-50cm ピッ ピッ (ゆっくりとした断続音) 1.0m-1.8m ピッ ピッ (非常にゆっくりとした断続音)

50cm-40cm ピッピッ (やや早い断続音) 80cm-1.0m ピッ ピッ (ゆっくりとした断続音)

40cm-30cm ピピピ (早い断続音) 70cm-80cm ピッピッ (やや早い断続音)

30cm以内 ピー (連続音) 60cm-70cm ピピピ (早い断続音)

60cm以内 ピー (連続音)

※検知の対象が人間の場合、最大検知距離は1.0m-1.2m程度になります。 ※パックセンサーは2個のと、ちらかで・検知をするとインジケーターは2点両方表示(LED点滅)します。

|4点センサー(00};]村TD4) 希望小売価格仰[Ilj]円{糊リ取付費別I
コーナーセンサー X2 パックセンサー X2

.仕様 4点センサー 2点センサー

定格 電 圧 DC12V / DC24V 

作 動温度 -30-+800C 

超音波の周波数 55.6kHz 

障害物の検知方法 送受一体型超音波検知方式

検 知手段 電子ブザー

検 知距離 センサー部より最大 1.8m

[コーナーセンサー] [バックセンサー]

検 知角度 水平方向約 80。以上 水平方向約 900以上
垂直方向約 60。以上 垂直方向約 650以上

A製品に関する注意 ・本製品の仕様に関しては予告なく変更することがあります。

~点センサーRffiE・~J 希望小売価格 54，800円(税別・取付費別)

コーナーセンサー x2

-ご使用にあたっての注意事項
(1)このソナーシステムは、ゆっくりした速度で移動する場合に障害物を検知し、運転者に

ブ、ザー音で、『警報』する運転補助装置です。

それ以外の用途でご使用にならないでください。

(2)ソナーの検知範囲及び、検知できる物体は限られています。

使用時は必ず周辺の安全を確認の上、運転してください。

(3) この装置は、車両(センサー)と障害物との距離(おおよその間隔)を、ブザー音で知ら

せるものです。従来と同様に過信することなく安全運転を行ってください。

(4)生命・身体・財産が侵害されるような事故等に関しては当社は責任を負いかねます。

運転者自身の責任で、安全運転を行ってください。
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| アタッチメント 車種毎のアタッチメントで様々な車種に対応します。

-車種別アタッチメント一覧

2018年10月1日一新価格

※各車種への取付にはK7210Rの他に

別売アタッチメントが必要になります。

キャンター :小型

三菱ふそう |ファイタ中型

: FE 

: FK 一
~

~
一
司
づ

口
円
一

nu

r
h
u

一

噌

E'

体
宇
一
律
十

2
-
5
 

∞一∞
吋

J

&

F

、J』

• (アヲッチメント不要)

• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

スーパーグレート :大型 : FU/F5/FV本FY 2003年4月~

:標準キャブ : NKR85 2∞4年5月~

いす官 f 
フォワード

ギガ

UDトラックス ドl仁ココ〆ドド bb 

クオン

デュトロ

日野自動車

• 
: 2004年5月-2006年12月 • 

• 

ι主
• 
• 
• 

• 
• 

• 

:ハイキャブ : NPR85/NNR85 2∞6年12月~

: 2006年12月~

;標準キャブ

l FRR/F5R/FTR : 2005年10月-2007年5月

i FRR/F5R/円R : 2007年6月~

iCYL/CYJ/CYY 2007年4月-2015年10月

l QPG-CYL77B : 2015年10月~

2004年6月~

2007年3月~

: 2004年明-12月

2007年1月~

2006年11月~

2004年11月~

:セミワイドキャブ :

jワイドキャブ

2006年9月-2011年B月

• 
• 

:…::-UigF| : | :l 三|三|三|三 j-----~- - ---j-----~ ----+ - - - -~-~ ~- l-----~------I------~-~I
| ・ 1- 1- 1-1 -1-1-1

小型

レンジャー :中型

プロフィア :大型

:小型

:標準キャビン

マツダ |夕刊ンダッシュ ミ可哀忌

2003年11月~ • 
2005年10月~ • 
2004年6月~ • • 
2007年1月~ • • 
2004年6月-2006年12月 • • 
2007年1月~ • • ワイドキャビン

.※4 

※1ルームミラー/ランプ一体型 ※2白線検知付車 ※3ルームミラー/ランプ分離型 ※4在庫僅少。後継商品なし ※2020年3月現在。本表は製品の仕様変更のために断り無く変更することがあります。

.K-8514適合車種一覧

キャンター : 2002年6月~ • コンドル : 2004年6月~ • 
三菱ふそう ファイター : 2005年10月~ • UDトラックス コンドル : 2006年11月~ • 

スーパーグレート :2003年4月~ クオン : 2004年11月~ • 
工ルフ 2004年5月~ • デュ卜ロ 2006年9月~ • 

いすぜ フォワド : 2005年10月~ • 日野自動車 レンジャー : 2004年5月~ • 
ギガ : 2007年4月~ • プロフィア : 2003年11月~ • 

※車種/年式により適合しない場合があります。

晶番互換表

企 安全に関するご注意 ・正しく安全にお使い頂く為、ご使用の前に必ず
「取扱説明書」をよくお読み下さい。
.運転の妨げとなる場所や水、湿気、ほこり、油煙
の多い場所に設置しないで下さい。事故、火災、感
電、故障等の原因となることがあります。

・走行中、 ドライパーは操作しないで下さい。事故
の原因となることがあります。

& 安全に関する点検 ・次のような時は、使用を中止し、 事故防止のため
販売庖に点検の相談をして下さい。
( .電源スイッチを入れても映像が出ない、あるい

ははっきり映らない。 内部lこ水や異物が入ってし
A まった0 ・接続ケーブルを傷つけた。)

/!¥ 製品に関する注意 .本製品の仕様に関しては予告なく変更すること
があります。

笥 ". 出 a ii~r.'lfii~; r~-; 宝邑 出 九戸= iii1民軍~ít~却，.

6.1型モニタ (1カメフ接続) 仁M-6010 告 CM6010R 45，000円 K-7215 e今 K7215R 2，200円

モニター
6.1型モニター(複数カメラ接続) 仁M-6020 e令 CM6020R 48，000円 K-7216 C今 K7216R 3，000円

7.0型モニター(1カメフ接続) 仁M-7220 e令 CM7220R 56，000円 K-7225 持 K7225R 2，200円

7.0型モニター(複数カメラ接続) CM-7230 C令 CM7230R 64，000円
アタッチメン卜 車種別アタッチメン卜

K-7226 C争 K7226R 2，200円

金具
標準天吊金具 K-7210A C} K7210R 8，800円 K-7227 e争 K7227R 2，200円

モニター据置取付キット K-7200A C} K7200R 6，000円 K-7228 。今 K7228R 4，200円

8mケープ')~ W-3008 ¢ミ〉 W3008R 8，600円 K-7235 C争 K7235R 2，200円

12mケーブル W-3012 牛争 W3012R 9，600円 K-7245 牛歩 K7246R 2，200円相

15mケーブル W-3015 C} W3015R 10，000円 オプション |パワーアダプタ P-0400 P0400R 12，000円 幻

ケーブル 20mケーブル W-3020 c:診 W3020R 11，000円
※1アタッチメント形状変更 ※2仕様 部変更

23mケーブル W-3023 牛争 W3023R 12，000円

防水中継ケーブル(4m) W-3004R Cミ W3004RR 8，000円

トレーラージ、ヨイン卜 W-1220 C} W1220R 50，000円
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-総販売元

~株式会社コ:19"テッヲ
市販部〒108-8570 東京都港区高輪 2-15-21 (03)5789-1644 

札 幌 営 業 所〒003-0026 札幌市白石区本通 15丁目南 3-18 (011) 350-5808 

仙台営業所〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8・1 (022) 390-6027 

関西営業所〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 1-8-29 (06) 6394-8285 

※西日本エリア(九州以西)の窓口は関西営業所で対応いたします。
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