
CZ215 CX315 機 能 説 明
ラジオ FM/AM ● ● FM（CZ215 76.0MHz～90.0MHz / CX315 76.0MHz～99.0MHz）、AM（522kHz～1,629kHz）

CD
CD-R/RW（MP3/WMA） ● ● PCなどで書き込んだMP3やWMAの音楽データの再生が可能です。
フォルダー､曲､アーティスト名表示（英数字､記号） ● ● ファイルやフォルダーに書き込まれたアーティスト・作成年・曲名などの情報を表示する機能です。

USB USB（MP3/WMA） ● ● USB対応機器に保存された、音楽ファイルの再生が可能です。

オーディオ

グラフィックイコライザー ● ― 7バンドの周波数からの設定や、「BASS.B/HIGH.B/VOCAL/IMPACT/NATURAL/FLAT」の6モードを切り替えられます。
車両タイプ別チューニング 6モード ― 「SEDAN/MINIVAN/SUV/K-CAR/WAGON/COMPACT」から最適なチューニングを施した音響設定が選択できます。
サブウーファーコントロール ● ― サブウーファーの出力レベルの調整がオーディオ本体で行える機能です。
ローパスフィルター ● ― ある周波数よりも低い信号を通す機能です。
Intelligent Tune ● ― 「サウンドリストアラー」「バーチャルバス」「ダイナミックビートエンハンサー」機能を搭載しています。
最大出力 50W×4 45W×4 内蔵アンプの最大出力とチャンネル数です。

接続
iPod/iPhone USB接続 ● ● iPodやiPhoneの音楽をUSB経由で再生できます。
音声出力端子 RCA 4ch ― フロントとリアスピーカー、またはサブウーファーなど、それぞれのスピーカーで再生するRCA音声出力端子を搭載しています。
音声入力端子（AUX） フロント フロント フロント側に搭載されたAUX端子により、iPodや携帯音楽プレーヤーなどとの接続を手軽に行うことができます。

その他
ワイヤレスリモコン ※1 ● ― リモコンで操作できます。
SWRC（ステアリングホイールリモートコントロール） ● ● オーディオ本体の機能をSWRCに割り当てられ、オーディオの音量調整やラジオの選局などが操作できます。
ハンズフリー通話/オーディオストリーミング ― ● Bluetooth®経由で運転中の通話や、Bluetooth®対応携帯音楽プレーヤーなどから音楽をワイヤレスで転送できます。

■ オーディオ主要機能一覧表

夜昼

ETC2.0（旧名称DSRC）ユニット
DSC012 （EA-2405A-A）
希望小売価格 48,000円 （税別） ○保

ETC2.0ユニット
DSC016 （EA-1612A-A）
希望小売価格 33,000円 （税別） ○保

● 対応機種: 
 MAX775W/NX715/NX714/NX714W/
NX713/NX613/NX712/NX712W/NX612

● 対応機種: 
 NXV977D/MAX777W/
NX717/MAX776W/NX716

※ ETCユニット（ETC015/ETC012）との同時接続はできません。　
※  USBデータ通信モジュールおよびUSB通信モジュール専用接続ケーブル（CCA-764-500）との 

 同時接続はできません。
※ SA/PAなどで提供される情報提供サービス（インターネット接続含む）には対応しておりません。

安全運転支援、渋滞回避支援などの 
ETC2.0情報（道路交通情報）が活用可能。

クラリオンダイレクト接続専用ナビゲーション ：  
NXV977D/MAX777W/NX717/MAX677W/NX617/NX617W
※2016年モデル以前の対応機種についてはClarionホームページをご覧ください。

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

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

※2  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

主な特長

■ 仕様 <車載用リアビジョンカメラRC15D／RC15C> 
●映像素子：1/3.6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：RC15D:DC 5V～ 9.5V/
RC15C:DC 9V～ 16V ●接地方式：マイナス接地 ●消費電流：RC15D:100mA以下 /RC15C: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：
RC15D:本体3ｍ /延長コード7m（計10ｍ）同梱/RC15C:本体3ｍ/延長コード7m（（計10ｍ）、電源線9ｍ同梱

RC15C

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入力端子付きナビ／モニター

※ガイドライン目安表示機能はクラリオンダイレクト
　接続専用ナビゲーション側の機能となります。

RC15D

ケーブル（3m）
（同梱）

車両ボディーアースへ接続
リバース電源等へ接続

● 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ナビゲーションに接続可能

● 小型取付金具同梱
● リバース連動で起動※1

主な特長

クラリオン ダイレクト接続専用ナビゲーション

延長ケーブル（7m）
（同梱）

(CC-6150A-B)

(CC-6000A-B)

● 今お持ちのナビやモニターに接続したいお客さま

● リバース連動で起動※3

● 小型取付金具同梱

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

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

広範囲が見える、夜間も見やすい、
高性能小型カメラ！！
◎ 高感度センサーで、夜間もクッキリ！高感度

ワイド
防水性

◎ 広視野角で危険を察知！

◎ 安心のＩＰＸ９Ｋ防水！

マイカーにジャストな音を呼び出せる「車両タイプ別チューニング」を搭載

Bluetooth® 搭載でハンズフリー通話やオーディオストリーミング再生も簡単に！

● クラリオンダイレクト接続対応モデル

安心のガイドライン表示でバック駐車をサポート！ ワイド＆高感度リアビジョンカメラ

雨の日や夜でも見やすいクリアな映像で、毎日のドライブをしっかりサポート！

クラリオン ダイレクト接続用

ＲＣＡ入力付きモニター用

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）

お手持ちのナビやモニターに接続※2できる
汎用性の高いRCAタイプ

車両タイプに最良なサウンド 
チューニングを設定 

「車両タイプ別チューニング」

美しい外観と操作性が融合した 
「デザイン & インターフェース」

美しい外観と操作性が融合した 
「デザイン & インターフェース」

ハンズフリー通話・ 
オーディオストリーミングに対応 

「Bluetooth®搭載」

「SWRC(ステアリングホイール 
リモートコントロール)対応」

あなたの車に最適な 
サウンドを提供する 

「独自の音響テクノロジー」

※ 電話帳転送には対応しておりません。 

ソース ラジオ（AM/FM）、CDなどに切り替え
ボリューム 音量のアップダウン
オーディオ 楽曲のスキップ、早送り、早戻しなど
ミュート 無音にする

6種の車両タイプに応じた最良なサウンドチューニン
グ設定が可能。カーブ設定を選択し、車両タイプに合 
わせたお好みの音質設定ができます。

ブラックボディーとブルーイルミネーションの落ち着き 
ある外観デザイン。また、ボリュームノブ周辺に操作 
キーを集約するなど操作性にも配慮しています。

Clarion独自の音響技術「Intelligent Tune」や「車両 
タイプ別チューニング」をはじめ、CDから圧縮フォーマット 
まで、多彩なソースを臨場感あふれるサウンドで再生 
します。

クルマの中でも安全に通話ができる「ハンズフリー 
通話」やワイヤレス音楽再生を楽しめる「オーディオ 
ストリーミング」に対応。また、Bluetooth®機器は最大
5台までペアリング可能です。

オーディオ本体の機能をステアリングホイールリモート
コントロールに割り当て、音量やラジオの選局などを
手元で操作できます。

リアビジョンカメラ オーディオ

希望小売価格 オープン価格※ ○保 

CZ215

※  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。

USBスロット搭載 CD/ 
MP3/WMAレシーバー

希望小売価格 オープン価格※ ○保 

CX315

※  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。

2DIN Bluetooth®/CD/
USB/MP3/WMAレシーバー

CZ215
ホームページ

CX315
ホームページ

ETCユニット
ETC015 （EA-2183A-A）
希望小売価格 18,800円 （税別） ○保

● 対応機種：NXV977D/MAX777W/NX717/MAX776W/NX716/MAX775W/
NX715/NX714/NX714W/NX614/NX614W/NX713/NX613/NX712/
NX712W/NX612/NX811/NX711/NX311/NX810/MAX809/NX710/
NX610W/NX310/NX809/NX609/NX309/NX209/NX808/NX708/NX308/
NX208/MAX685DT/MAX685/MAX675DT/MAX675/MAX575/
MAX9750DT/MAX8750DT/MAX9700DT/MAX8700DT/MAX7700/
MAX670/MAX570/MAX960HD/MAX860HD/MAX760HD/MAX560HD

※ ETC2.0ユニット（DSC016/DSC012）との同時接続はできません。

ETCカード期限切れ表示対応
NXV977D/MAX777W/NX717/MAX776W/NX716/MAX775W/NX715/
NX714/NX714W/NX614/NX614W/NX713/NX613/NX712/NX712W/
NX612/NX711/NX311/NX710のみ

専用ナビ接続ケーブル同梱

VICSビーコンユニット
VCB016 （EA-1613A-A）
希望小売価格14,000円 （税別） ○保

※  VCB016は、ETC2.0ユニット 
 「DSC016」に接続します。

※  接続チェック時は、ビーコンの受信を 
 していない為、 接続OK表示に 
 ならない場合があります。

● 対応機種:  
NXV977D/MAX777W/NX717/
MAX776W/NX716

■ アクセサリー

ブラックボディーとブルーイルミネーションが品格を 
醸し出す外観デザイン。快適に操作ができる大型の
ロータリーボリュームノブなど、操作性にも配慮して 
います。

暗い駐車場、夜間もクッキリ

※1 別売のRCB-176-500（希望小売価格3,500円（税別））が必要となります。
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