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トヨタ／日産／ホンダ／三菱／
マツダ／ダイハツ／スズキ／ 
スバル 対応

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／
マツダ／スバル／ダイハツ／ 
スズキ／フォード 対応

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／マツダ／スバル／ 
ダイハツ／ スズキ／ GM 対応

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／マツダ／ダイハツ／スズキ／スバル 対応

ブラケット同梱（2 種）

トヨタ／日産車用
（Bタイプ）

ホンダ車用（Ｃタイプ）
*ホンダ Ｎ ＢＯＸ 他対応

トヨタ／日産／ホンダ／三菱／マツダ／スバル／ダイハツ／スズキ／フォード 対応

ブラケット同梱（2種）

スズキ車用 
*スズキ ワゴンＲ 他対応

ホンダ車用（Ｃタイプ）
*ホンダ Ｎ ＢＯＸ他対応

臨場感にこだわる音質派へ

ホンダ車用 
（Ｃタイプ）
*ホンダ N BOX他対応

ブラケット同梱（3 種）ブラケット同梱（2 種）
ウーファー用
トヨタ車用

（６ｘ９インチタイプ）
*トヨタ プリウス他
 フロント用

ツィーター用 
（プリウス専用／ツィーターコード同梱）

スズキ車用 
*スズキ ワゴン
 他対応

迫力の重低音を生み出す
「チタン蒸着MIPPウーファーコーン」。
ビート感あふれるサウンドを演出
「シャイニングリブデザイン」採用。

取付性も考慮した 
コンパクト（小型ケース）設計、 
ツィーター用「レベル調整付き
（0, -6dB）インライン専用 
ネットワーク」で簡単ベスト 
チューニング。

ボーカル強化の大口径ミッドレンジ搭載セパレート3WAYスピーカー

迫力のボーカルと 
臨場感ある中域再生を 
実現した高強度アラミド 
繊維混合「大口径５ｃｍ 
AMI-ＰＰミッドレンジ 
コーン」。

臨場感あふれるサウンド、 
ボーカル強化「クローズド・ 
バスケット構造」
ミッドレンジ搭載セパレート
３WAY。

指向性を高める角度調整自在の
「バリアブルアングル構造」 
ツィーターで、最適なリスニング 
ポジションを簡単調整。ボーカル強化ミッドレンジスピーカー搭載により

指向性は勿論、厚い中域まで鮮やかに表現。

3WAYスピーカー構成により、クッキリと広がりの
ある迫力あるサウンドを楽しめます。

もっと が欲しい方！臨 場 感
ライブ感がすごいリアルサウンドの贅沢な時間。 

眼前に迫るボーカル、中域のニュアンスが臨場感を際立たせる。

16cmセパレート3WAY 
スピーカーシステム(2本1組)

SRT1633S

※ オープン価格商品の価格は販売店に
    お問い合わせください

17cmセパレート3WAY 
スピーカーシステム(2本1組)

SRT1733S

※ オープン価格商品の価格は販売店に
    お問い合わせください

希望小売価格 オープン価格※ ○保 

17cmマルチアキシャル 
3WAYスピーカー(2本1組)

SRT1733

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください
希望小売価格 オープン価格※ ○保 

希望小売価格 オープン価格※ ○保 

パワフルなワイドレン
ジ再生を実現
「マルチアキシャル
３WAYスピーカー」。

「シャイニングリブデザイン・ 
ブラックチタンコーティング」 
によるビート感あふれる 
低域再生が可能な「チタン 
蒸着ＭＩＰＰウーファーコーン」。

大口径３ｃｍバランスドライブ 
ミッドレンジ、ピエゾドームツィーターには
軽量・高剛性アルミ蒸着ＰＥＩを採用し
50kHz再生に対応。

歌声や楽器演奏がエネルギッシュなサウンドで心に届く。 
迫力を求める「パワフル派」スピーカー

もっと が欲しい方！迫 力

ホンダ車用（Ｃタイプ） トヨタ／日産車用
（Bタイプ）*ホンダ N BOX 他対応

■ スピーカー仕様 SRT1733S SRT1633S
スピーカー形式 17cmセパレート３WAY

スピーカーシステム(２本１組)
16cmセパレート３WAY

スピーカーシステム(２本１組)
使
用
ユ
ニッ
ト

ウーファー 17cmTM-MIPPコーン 16cmTM-MIPPコーン
ミッドレンジ 5cmAMI-PPコーン 5cmAMI-PPコーン
ツィーター ２.５cmアルミ蒸着

PEIバランスドライブ
２.５cmアルミ蒸着
PEIバランスドライブ

インピーダンス 4Ω 4Ω
瞬間最大入力 180W 160W
定格入力 40W 35W
出力音圧レベル 92dB/W/m 92dB/W/m
再生周波数帯域 28Hz〜50kHz 30Hz〜50kHz
質
量

ウーファー/ミッドレンジ（１本あたり） 700g 645g
ツィーター（１本あたり） 60g 60g

外
形
寸
法

ウーファー/ミッドレンジ 156（W）×156（H）×66.5（D）mm 164（W）×164（H）×54.5（D）mm
ウーファー/ミッドレンジ（埋込寸法） 134（W）×134（H）×58（D）mm 123（W）×123（H）×44.5（D）mm
ツィーター 45（W）×46（H）×53（D）mm 45（W）×46（H）×53（D）mm

■ スピーカー仕様 SRT1733 SRT1633 SRT1033
スピーカー形式 17cmマルチアキシャル3WAY

スピーカー(２本１組)
16cmマルチアキシャル３WAY

スピーカー(２本１組)
10cmマルチアキシャル３WAY

スピーカー(２本１組)
使
用
ユ
ニッ
ト

ウーファー 17cmTM-MIPPコーン 16cmTM-MIPPコーン 10cmTM-MIPPコーン
ミッドレンジ 3cmアルミ蒸着

PEIバランスドライブ
3cmアルミ蒸着

PEIバランスドライブ
3cmアルミ蒸着

PEIバランスドライブ
ツィーター 0.8cmピエゾドーム 0.8cmピエゾドーム 0.8cmピエゾドーム

インピーダンス 4Ω 4Ω 4Ω
瞬間最大入力 180W 160W 120W
定格入力 40W 35W 25W
出力音圧レベル 92dB/W/m 92dB/W/m 91dB/W/m
再生周波数帯域 28Hz〜50kHz 30Hz〜50kHz 45Hz〜50kHz
質  量（１本1あたり） 690g 635g 470g
外形寸法 156（W）×156（H）×66.5（D）mm 164（W）×164（H）×54.5（D）mm 102（W）×102（H）×47（D）mm

（埋込寸法） 134（W）×134（H）×58（D）mm 123（W）×123（H）×44.5（D）mm 92.5（W）×92.5（H）×38（D）mm

SRT1733

今のスピーカーで 
満足できない方

コンサートホールの 
じっくり・臨場感サウンド

今のスピーカーで 
満足できない方

スタジアムのパワフル・ 
爽快サウンド

16cmマルチアキシャル 
3WAYスピーカー(2本1組)

SRT1633

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください
希望小売価格 オープン価格※ ○保 

10cmマルチアキシャル 
3WAYスピーカー(2本1組)

SRT1033

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください
希望小売価格 オープン価格※ ○保 

SRT1733S SRT1633S

SRT1633 SRT1033

ミッドレンジ

迫力を求めるパワフル派へ シャープな迫力の大口径ミッドレンジ搭載マルチアキシャル3WAYスピーカー

ゲインコントロール
カットオフ周波数調整

（５０Ｈｚ〜１２０Ｈｚ可変： 
７５Ｈｚ/１００Ｈｚクリック固定）

位相切換え
パワーインジケーター

小型のボディに、圧倒的なパワーとピュアサウンドを両立。

コンパクトなフォルムに秘めた
ダイナミックな重低音。

17cm密閉型・ 
パワードサブウーファー

SRV250

※ オープン価格商品の価格は販売店に
    お問い合わせください

希望小売価格 オープン価格※ ○保 

180W×4チャンネルパワーアンプ 

APA4360
希望小売価格 41,000円（税別） ○保 

180W×2チャンネルパワーアンプ 

APA2180
希望小売価格 23,000円（税別） ○保 

2.5cm チューンアップ 
ツィーター（2本1組）

SRH217

※ オープン価格商品の価格は販売店に
    お問い合わせください

希望小売価格 オープン価格※ ○保 

車両装着例: シート下に 
収まるコンパクト設計

SRV250付属リモコン

ボーカルの存在感を際立たせる
リアリティーサウンド。

ウーファーと組み合わせることで
音圧感のある中高域再生をし、
ボーカルを 際立たせます。

ツィーターユニット自体が全方位へ自在に動く
「バリアブルアングル構造」。取付け後、 
指向性の調整が簡単にでき最適なリスニング 
ポジションを確保できます。

指向性を高める角度調整自在のバリアブルアングルチューンアップツィーター

■ ツィーター仕様 SRH217
スピーカー形式 ２.５cmチューンアップツィーター(２本１組)
使用ユニット ２.５cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ
インピーダンス 4Ω
瞬間最大入力 180W
定格入力 40W
出力音圧レベル 90dB/W/m
再生周波数帯域 2kHz〜50kHz
質　量（１本あたり） 60g
外形寸法 45（W）×46（H）×53（D）mm

スピーカー・
サブウーファー

パワーアンプ

「各スピーカー／サブウーファー／アンプ」は、
ホームページでもご覧頂けます。 
QRコードからもアクセスできます。

● 最大出力150W・MOS-FETアンプ内蔵　● 不要な共振を排除して、 
上質な低音を響かせる「AMT-PPコーン」採用　● リモコン延長ケーブル(4m)同梱　

● 臨場感のあるリアルサウンドを実現する「50kHz再生バランス
ドライブツィーター」　● ベストチューニングが可能「2ポジション
(0,-6dB)切り替えレベル調整対応ツインライン専用ネットワーク」

クラリオンダイレクト接続対応モデル のお客さまには「ダイレクト接続カメラ」。

クラリオンダイレクト接続専用モデル ：  
MAX775W/MAX675W/NX715/NX615/NX615W  ※2014年モデル以前の対応機種につきましては弊社ホームページをご確認ください

クラリオン ダイレクト接続用
車載用リアビジョンカメラ 

（クラリオン ダイレクト接続用）

RC15D
希望小売価格 12,800 円（税別） ○保
※道路運送車両の保安基準適合モデル

ＲＣＡ入力付きモニター用
お手持ちのナビやモニターに接続※できる
汎用性の高いRCAタイプ

RC15C
希望小売価格 12,800 円（税別） ○保
※道路運送車両の保安基準適合モデル

RC13D (CC-6000A-A)

希望小売価格 12,800 円（税別） ○保
※道路運送車両の保安基準適合モデル

RC13C (CC-6000A-A)

希望小売価格 12,800 円（税別） ○保
※道路運送車両の保安基準適合モデル

適合機種
 NX505/NX404/NX403/NX702W/NX702/
NX502/NX501/他RCA入力付ナビゲーション・モニター

※ＲＣＡ入力端子付きナビ/モニターとなります。
ご使用されているナビ/モニターにRCA入力端
子の空きがあるかご確認ください。バックギア連
動はモニター側の仕様となります。

● RCAケーブル映像出力装備
● 電源BOX不要の12V電源内蔵
● リバース連動で起動※

● 小型取付金具同梱

● 愛車に目立たず取付けられる 
   「車種別取付ブラケット（別売）」対応

主な特長

※  カメラ単体にて。ディスプレイ表示の自動切り換えは 
 モニター側の仕様によります。

■ 仕様 <車載用リアビジョンカメラRC13D／RC13C> 
●映像素子：1/4インチ カラー CMOS ●映像出力：NTSC鏡像（後方確認用） ●有効画素数：約 31万画素 ●画角：水平約 162°、垂直約 108° ●走査方式：2:1インターレス525本 ●同期方式：内部同期 ●絞り方式：電子アイリス ●レンズ部：広角 焦
点距離 ｆ=1.11mm　F値 2.6 ● IRカットフィルター：有り ●水平解像度：350本 TV本以上（中心部） ●照度範囲：約2lx〜10万lx ● SN比：36db以上（AGC-OＮ) ●動作温度範囲：－30℃〜＋70℃ ●防水構造：IPX9K準拠 ●電源電圧：RC13D:DC 
5V〜 9.5V/RC13C:DC 9V〜 16V ●接地方式：マイナス接地 ●消費電流：RC13D:100mA以下 /RC13C:60mA以下 ●質量：約 130ｇ（本体コード、取付金具含む）●外形寸法（W×H×D）：23.4(W)×23.4(H)×23.5(D)mm（コネクタ部 /突起物
は含まず）●ケーブル長：RC13D:本体3ｍ /延長ケーブル7m（計10ｍ）同梱/RC13C:本体3ｍ/RCA入力付ケーブル7m（計10ｍ）、電源線9ｍ同梱

RC13C

ケーブル（3m）

RCAピンAV線（7m）（同梱）

ヒューズ0.5A
電源線9m

GNDライン 2.5m

RCA入力端子付きモニター／ナビ

※ガイドライン目安表示機能は 
　ダイレクト接続専用モデル側の機能となります。

RC13D
RC15D

RC15C

ケーブル（3m）
（同梱）

■ パワードサブウーファー仕様 SRV250
スピーカー形式 17cm密閉型・パワードサブウーファー
使用ユニット 17cmＡＭＩ-ＰＰコーン・ウーファー
定格出力 74W（37W+37W）
最大出力 150W（75W+75W）
再生周波数帯域 30Hz〜200Hz 
カットオフ周波数 50Hz〜120Hz可変（７５Ｈｚ／１００Ｈｚクリック固定)  

※リモコン非接続時: 120Hzに固定
入力感度 RCA入力６０mV〜4V、SP入力2V〜5V
電源電圧 DC14.4V
接地方式 マイナス接地
消費電流 7.0A
外形寸法 本体 275（W） × 70（H） × 195（D）mm

リモコン ３２（Ｗ）×２4.5（Ｈ）×１１１（Ｄ）ｍｍ（ケーブル：２ｍ）
質　量 本体 ２.５ Kg

リモコン ９０ g ※リモコン延長ケーブル（４ｍ）同梱

■ パワーアンプ仕様 APA4360 APA2180

定格出力
＜4chモード＞ 90W×4  

(20Hz〜20kHz 0.05%, 4Ω, 4ch同時出力時)、 
＜3chモード＞ 90W×2+260W×1、 

＜2chモード＞ 260W×2

＜STEREOモード＞ 90W×2  
(20Hz〜20kHz 0.05%, 4Ω, 2ch同時出力時)、 

＜ MONOモード ＞ 260W×1 
(20Hz〜20kHz 0.2%, 4Ω, 1ch出力時)

最大出力 180W ×4 ＜STEREOモード＞ 180W ×2
周波数特性 10Hz〜50kHz (±1.0dB) 10Hz〜50kHz (±1.0dB)
高調波ひずみ率 0.025% (1kHz, 10W, 4Ω) 0.025% (1kHz, 10W, 4Ω)
SN比 100dB以上 100dB以上
適合スピーカー
インピーダンス 4Ω（2Ω〜8Ω、 ブリッジ時： 4Ω〜8Ω） 4Ω（2Ω〜8Ω、 ブリッジ時： 4Ω〜8Ω）
入力感度 200mV〜6,000mV 200mV 〜6,000mV
電源電圧 DC14.4V DC14.4V
接地方式 ○－ GROUND ○－ GROUND
消費電流 43A (90W × 4定格出力時) 2.2A(無信号時) 19A (90W × 2定格出力時) 1.3A(無信号時)
外形寸法 165 (W) ×56 (H) ×407 (D) mm 165 (W) × 56 (H) × 285 (D) mm
質量 4kg 2.8kg

車両ボディーアースへ接続
リバース電源等へ接続

今お持ちのナビやモニター搭載 のお客さまにも対応。

● L型コネクタ及び電源BOX不要で簡単取付。
● クラリオンダイレクト接続専用モデルに接続可能
● 小型取付金具同梱
● 愛車に目立たず取付けられる 
   「車種別取付ブラケット・接続ケーブル（別売）」対応

主な特長

クラリオン ダイレクト接続専用モデル

広範囲が見える、夜間も明るい、高性能小型カメラ！！リアビジョンカメラ 

青文字の機種は、「ガイドライン目安表示機能適合機種」となります。 
緑文字の機種は、ガイドライン目安表示されますが、車種、取付位置、
取付角度によりガイドライン目安表示が適合しない場合が御座います。
※表示機能は上記ダイレクト接続専用モデル側の機能となります。

延長ケーブル（7m）
（同梱）

NEW

NEW

(CC-6000A-B)

(CC-60150A-B)

近日発売予定

近日発売予定

18 www.clarion.com 19www.clarion.com
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