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販売拠点一覧
 北海道地区

クラリオンセールスアンドマーケティング（株）

	 北海道支店	〒064-0920	 北海道札幌市中央区南20条西11-1-5	 ☎011-561-2211

 東北地区

クラリオンセールスアンドマーケティング（株）

	 東	北	支	店	〒984-0041	 宮城県仙台市若林区志波町1-26	 ☎022-237-5151

	 青森営業所	〒030-0845	 青森県青森市緑1-5-1	 ☎017-732-1221

 首都圏 ･ 関東地区

クラリオンセールスアンドマーケティング（株）

	 CV 営業部	〒 330-6030	 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
	 	 	 ランド・アクシス・タワー30F	 ☎048-601-3678

	 南関東支店	〒 252-0318	 神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-9-7	 ☎042-749-8731

	 静岡営業所	〒 422-8036	 静岡県静岡市駿河区敷地1-24-27　	 ☎054-237-8520

	 千葉営業所	〒 260-0808	 千葉県千葉市中央区星久喜町1414	 ☎043-263-2123

（株）新 潟 電 装 	〒950-0951	 新潟県新潟市中央区鳥屋野307-4	 ☎025-283-4141

	 上越営業所	〒943-0807	 新潟県上越市春日山町1-10-10	 ☎025-525-9611

	 長岡営業所	〒940-0016	 新潟県長岡市宝4-1-19	 ☎0258-24-0006

高柳電機工業（株）	 〒321-0102	 栃木県宇都宮市江曽島町1439	 ☎028-658-1438

茨城クラリオン（株）	 〒310-0851	 茨城県水戸市千波町2770-48	 ☎029-241-2301

香取電池販売（株）	 〒300-0805	 茨城県土浦市宍塚字岡田1789-1	 ☎029-824-3322

山梨クラリオン（株）	 〒400-0026	 山梨県甲府市塩部3-16-17	 ☎055-253-2711

 東海 ･ 中部地区

東海クラリオン（株）	 〒460-0024	 愛知県名古屋市中区正木1-14-9	 ☎052-331-4461

	 津	営	業	所	〒514-0131	 三重県津市あのつ台4-8-4	 ☎059-236-7151

	 岐阜営業所	〒500-8819	 岐阜県岐阜市千石町2-1	 ☎058-263-7141

富山クラリオン（株）	 〒930-0174	 富山県富山市野町158-5	 ☎076-436-0211

北日本クラリオン（株）	 〒920-0841	 石川県金沢市浅野本町口117	 ☎076-252-6281

	 福井営業所	〒918-8016	 福井県福井市江端町36	 ☎0776-39-0100

 関西地区
クラリオンセールスアンドマーケティング（株）

	 関	西	支	店	〒 564-0051	 大阪府吹田市豊津町12-14	 ☎06-4861-0100

 中四国地区

クラリオンセールスアンドマーケティング（株）

	 中四国支店	〒 733-0035	 広島県広島市西区南観音7-6-28	 ☎082-532-6010

	 岡山営業所	〒710-0016	 岡山県倉敷市中庄3600-1	 ☎086-464-6336

 九州・沖縄地区 

クラリオンセールスアンドマーケティング（株）

	 九	州	支	店	〒813-0062	 福岡県福岡市東区松島5-25-19	 ☎092-622-6161

沖縄ユアサ電池販売（株）	 〒901-2134	 沖縄県浦添市港川2-23-6	 ☎098-877-1355

このカタログ製作は 2013 年 11 月です。 ○13SJPS100 ○

【免責事項】録画内容の保障について 
当機種はSDカードにデータを常時記録しますが、万一データが記録できなかった場合や、 記録されたデータが破損された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。 

【フラッシュメモリナビゲーション CQ-8003 に関するご注意】 
大型車両の道路規制情報はルート誘導時考慮されません。   
有料道料金表は普通車両料金情報となります。     

【CAMOS 製ドライブレコーダーに関するご注意】
対象機種：DR-210, DR-220, DR-400　製造品質および映像記録破損消失に関し弊社は一切の責任を負いかねます。
また同梱するPCツール（ビューア）のインストール条件やご使用上の注意および、機器アフターサービスに関しましては、クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社営業担当までお問い合わせをお願いいたします。

【Mobileye 製衝突防止補助システムに関するご注意】
対象機種：C2-270 製造品質およびお客様使用時の衝突、事故に関し弊社は一切の責任を負いかねます。
車種毎の取り付け条件や、取り付け後のキャリブレーション調整作業、ご使用上の注意および、機器アフターサービスに関しましては、クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社営業担当までお問い合わせをお願いいたします。

【ドライブレコーダー CF-2500 に関するご注意】

安全のため走行中のドライバーによる操作はしないでください。また、操作をする場合は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
ナビゲーションによるルート案内時も、実際の交通規制に従って走行ください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際
の交通規制に反する場合があり、交通事故の原因となります。

本カタログの商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みください。

警告

注意

【車載用カメラ (CC-2000、2001、2002、2003、2011、4110、3000、1010、1011、1060、1601 ) の取り付けに関するご注意】
国土交通省｢道路運送車両の保安基準第18条 乗用車の外部突起に係る協定規則（第26号）｣の改正（｢道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添20外装の技術基準｣の公布）に伴い、本製品は基準に対して不適合となります
ので、乗用定員10人未満の乗用車には取り付けなされない様、ご注意下さい。乗用車以外の貨物自動車等への取り付けは問題ありません。詳細につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせ下さい。

※�基準の詳細につきましては詳細は国土交通省のホームページをご参照下さい。http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf�（PDFファイル166KB）

●本カタログ掲載の商品で品切れや価格変更がありましたら、その節はご了承ください。●定格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の色調は印刷のため実物とは若干異なる場合もありますので、あらかじめご了
承ください。●画面の中に小さな黒点、輝点が現われる場合がありますが、これは液晶モニター特有の現象で、故障ではありません。●Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●有料道料
金表は普通車両料金情報となります。●大型車両の道路規制情報は収録しておりません。●モニターは前方視界を妨げず、エアバックシステムの作動に影響のない位置に取り付けてください。 ●地図データを使用したことによって生じた金銭
上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。●他の製品カタログのご請求、製品に関するお問い合わせは、お客様相談室0120-112-140（フリーダイヤル）へご相談くださ
い。●本カタログに掲載しております商品の希望小売価格には消費税が含まれております。

クラリオン株式会社
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心 7番地 2
 製品に関するお問い合わせは
カスタマーサポートセンター

お 客 様 相 談 室
営業時間 平日 9:30 ～ 12:00 ╱ 13:00 ～ 17:00（土・日・祝・祭日を除く）

Clarion Homepage  http://www.clarion.com

フリーダイヤル 0120-112-140



私たちクラリオンは、その確かな技術力で
お客様に安心と安全をお届けします。

クラリオンの豊富な製品群は、安心・安全をコンセプトに

最先端技術のもと開発され、

過酷な業務にも高性能を発揮します。

車載用カメラは安全運転をサポートするだけではなく、

ドライブレコーダーとの連動で事故の原因解析や

安全運転指導にも役立っています。

さらに、耐久性と拡張性を誇る

業務用ナビゲーションシステムは、

通信によるカスタマイズや機能拡張で、

様々な業務を効率的にサポートします。

私たちクラリオンが創り出す商用車用プロダクツ。

今後も、その最先端のカメラ技術、画像処理・画像認識技術等

により数々のソリューションを生み出し、

安心・安全・快適で使いやすさを実感できる製品・サービスを

追求し続けます。
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CCD Cameras

■鏡像モデル（広角タイプ）

CC-2000B
希望小売価格 43,890円

（本体価格 41,800円）

■鏡像モデル（広角タイプ）

CC-2001B
希望小売価格 54,390円

（本体価格 51,800円）

■正像モデル（狭角タイプ）

CC-2002B
希望小売価格 43,890円

（本体価格 41,800円）

■正像モデル（広角タイプ）

CC-2003B
希望小売価格 43,890円

（本体価格 41,800円）

防　水

泥はね等による汚れから視界を守る、前面ガード・シャッターを搭載。常にクリアな視界を確保するフラッグシップモデル。

フラッグシップ CCD カメラ（シャッター付）

専用防水
コネクタ

アルミ
ダイキャスト

低歪
レンズ

暗部視認 アイリス

シャッター CCD

1.4倍
ズーム

※１

※１

※ 2

※ 2

防　水

鮮明な画像で危険を察知、鏡像モデル（広角タイプ）、正像モデル（狭角、広角タイプ）の3バリエーション。

160°のワイドビューで平ボディ車両に最適。低い位置に取り付けても死角をカバー。

フラッグシップ CCD カメラ（シャッターなし）

防水性能最高レベル IP69K クリア 超広角カメラ

専用防水
コネクタ

アルミ
ダイキャスト

アルミ
ダイキャスト

低歪
レンズ

暗部視認 アイリス

CCD

CCD

1.4倍
ズーム

※１、※２につきましては CJ-981B との組合せ時になります。

※１、※２につきましては
CJ-981B との組合せ時に
なります。

■鏡像モデル （広角タイプ）

CC-2011U
希望小売価格 26,250円

（本体価格25,000円）

■正像モデル （広角タイプ）

CC-4110A
希望小売価格 26,250円

（本体価格25,000円）

■鏡像モデル （45°タイプ）

CC-1011A
希望小売価格 26,250円

（本体価格25,000円）

■正像モデル （45°タイプ）

CC-1010A
希望小売価格 26,250円

（本体価格25,000円）

■正像モデル (90°タイプ)

CC-1060A
希望小売価格 26,250円

（本体価格25,000円）

CCD

ステンレス
カバー

アルミ
ダイキャスト

アルミ
ダイキャスト

アルミ
ダイキャスト

アルミ
ダイキャスト

防　水小型軽量

CMOS 小型軽量

小型軽量

防　水

CCD 小型軽量 防　水

CCD 小型軽量 防　水

小型カメラ

多様なラインアップで様々な用途に応える取付場所を選ばない小型・軽量タイプ。

■鏡像モデル （広角タイプ）

CC-3000E
希望小売価格 42,000円

（本体価格40,000円）

CCD マイク防　水

IP69K

LED
ランプ

音声とLEDランプにより暗闇での危険を察知するマイク内蔵型・LED付カメラ。

マイク内蔵型赤外線 LED カメラ

CC-3000E専用マイク対応7型ワイドLCDモニター

CC-3000E専用ケーブル（20m）

CJ-7100E
オープン価格

※本製品には、マーカー・カメラズーム・タイマー機
能はついておりません。

※カメラ接続には専用ケーブルをご使用ください。

【専用防水コネクタ】
優れた強度と確実なトルクで高い防水性
能を発揮。

【夜間性能】
抜群の暗部視認性を確保。

【低歪レンズ】
低歪レンズを使用し、歪みの
少ないリアルな画像。

夜間画像（3m）昼間画像（マーカー画面表示、3m）

■ 主な特徴
【シャッター機構】

■ 装着イメージ
　 車両の形状により装着方法を選択可能。

■鏡像モデル（160°タイプ）

CC-1601A
希望小売価格 36,750円

（本体価格 35,000円）

2カメラ
接続

オンダッシュ
スタンド

スピーカー
内蔵

補助映像
入力

ワイヤレス
リモコン

CC-3000E
対応

電源内蔵

左右反転ディマー

CCA-729-500希望小売価格12,600円（本体価格 12,000 円）

※マイク使用は CJ-7100、CJ-7300
との組み合わせのみ対応しておりま
す。（LED のみの使用は、すべてのモ
ニターに対応しております。)
※暗部では LED ランプが自動点灯し
ます。

低い取付位置では、従来のカメラ画角 (118～130°）では、十分な視野を確保できません。 
CC-1601A は超広角 160°視野を確保できるため、これまでつけられなかった平ボディ車両にも 
後方安全確認カメラが取付できるようになりました。

■ 夜間画像■ 装着イメージ

■ 装着イメージ ■ 画像イメージ
■ ロック式防水コネクタ

オーライ！

障害物

オーライ！

CJ-7100E CC-3000E

CCA-729-500

NEW

CC-1601A
160°

通常のカメラ
118°～130°

業界初
平ボディ車両
向けカメラ

WVGA
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Monitors

クリアなワイド画面で、安全運転をバックアップ。

CJ-7000B
オープン価格

7 型ワイド LCD モニター

※本製品には、カメラズーム・タイマー機能はついておりません。  
※カメラ接続にはストレート型コネクタの中継ケーブルをご使用ください。
※オンダッシュスタンドは同梱されておりません。

2カメラ
接続

距離
マーカー

スピーカー
内蔵

補助映像
入力

ワイヤレス
リモコン

WVGA 電源内蔵

左右反転

ディマー

■ 距離マーカー
1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
※取り付け位置に合わせたマーカー表示 7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。

（1m） （3m） （7m）

距離
マーカー

電源内蔵

ディマー

■ 距離マーカー
1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
※取り付け位置に合わせたマーカー表示 7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。

CJ-5600B
希望小売価格 35,700円

（本体価格34,000円）

5.6 型 LCD モニター

（1m） （3m） （7m）

※本製品には、カメラズーム・タイマー機能はついておりません。  
※カメラ接続にはストレート型コネクタの中継ケーブルをご使用ください。
※オンダッシュスタンドは同梱されておりません。

2カメラ
接続

VGA

左右反転

ハイマウントモニター取付キット

オンダッシュスタンド

■ ルームミラー同様、3Dアングル
　 に加え、上下移動が可能です。

ステイ

ホルダー

■安全機構付タイプ

LAA-057-110
希望小売価格 6,930円

（本体価格6,600円）

ルームミラー部にモニターを簡単に装着できる専用の取付けキット。

コストパフォーマンスに優れた5.6型LCDカラーモニター。

■ 装着イメージ

■  事故衝突時、運転手の頭部を衝撃から守る安全機構 
 構造。

■ 車種により専用取付ブラケット（別売）が必要です。
※一部の車種には取り付けができない場合がございます。
※ キット構成は、共通キットのLAA-057-110＋車種別専用取付

ブラケット （LAA-058-100〜LAA-066-100）となります。
※CJ-7300、ソリッドナビ(UA-241、NXB11)は使用不可。

■ ダッシュボードに簡単取付。
■ CJ7000B・CJ5600B・CJ981B共通HBT-285-100

希望小売価格 1,575円
（本体価格1,500円）

※各車種の年式、キャビンの形状によっては、取り付け不可能な場合がございます。詳しくはお近くの代理店にご相談ください。　注 )1：車両についているミラーステイを流用して、ホルダーを取り付けます。　注 )2：車両側取付部に内装の段差がある場合、ミラーステイ
と車両の間にスペーサーを挟んでビス留めをします。　注 )3：車両についている取付ネジを流用します。　注 )4：ルームミラー付は、ルームランプのレンズカバーを使用して取り付けます。

6.5 型 LCD モニター

画面消し忘れ
防止

画面の明暗
切替

CJ-981B
希望小売価格 53,550円

（本体価格51,000円）

※ズーム・アイリス機能は、CC-2000 系との組み合わせのみ対応です。　※ CJ-981B には専用パワーボックスが必要です。
※カメラ接続には L 型コネクタの中継ケーブルをご使用ください。　※オンダッシュスタンドは同梱されておりません。

多彩な機能で安全確認をサポート、危険な状況をすばやく察知。

タイマー
機能

補助映像
入力

3カメラ
接続

距離
マーカー

スモールライト
連動

■ 距離マーカー
1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
※取り付け位置に合わせたマーカー表示 7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。

（1m） （3m） （7m）

CJ-981B用 パワーボックス

EA-1232A 【1カメラ用】 希望小売価格 18,375円（本体価格17,500円）  ●1 カメラ接続用 ●ワイヤードリモコン同梱

EA-1246A 【2〜3 カメラ用】 希望小売価格 30,975円（本体価格29,500円） ● 2〜3 カメラ接続用 ●ナビ用 RGB 入力 ※ワイヤードリモコン別販

RCB-174-100 【EA-1246 用 ワイヤードリモコン】 希望小売価格 5,250円（本体価格5,000円） ● ズーム/アイリス/セレクトボタン付

明るいところは飛ばさずに、
暗部を明るくします。

ワンタッチボタンで拡大画面
に切替可能。

1.4倍
ズーム

アイリス
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CC-3000E（カメラ 1）

CC-2001B

CC-2000B

CC-2011U

■ 4カメラシステム

CJ-7300G

Monitors

 ※ LAA-057-110 での取付はできません。

CJ-7300G
オープン価格

7 型ワイド LCD4 画面モニター

ワイヤレスリモコンオンダッシュスタンド

■ 同梱品

WVGA

左右反転

電源内蔵 

補助映像
入力

スピーカー
内蔵

タッチパネル
ボタン

オンダッシュ
スタンド

DC
12V/24V ワンセグ

12セグ

ディマー

ワイヤレス
リモコン

距離
マーカー

4カメラ
接続

コンパクト
設　計

■ 2 画面イメージ ■ 3 画面イメージ ■ 4 画面イメージ

車両周辺の安全確認はもちろん、監視用にも最適な４画面映像を同時に映し出す高性能カラーモニター。

地上デジタルチューナー

■観光バス向け
　大型車両用に開発された地デジチューナー。使いやすく、しかも高画質、高音質。

■一般大型車両用 （FMモジュレータ付）

CT-4100A
オープン価格

■一般大型車両用 （FMモジュレータ無）

CT-4130A
オープン価格

アンテナケーブルリモコン受光部 フィルムアンテナ

■ 同梱品

2 画面ボックス

EA-1328A 
希望小売価格 46,200円

（本体価格44,000円）

切替スイッチ本体

切替スイッチ
同梱

2カメラ
接続

タイマー
機能

12V
専用

ワイヤレスリモコン

CC-3000E
対応

ハイウェイ
情　報

フラッシュ
メモリ

USB
メモリ

RGB
接　続

大　型
車両用

CQ-8003A
オープン価格

■観光バス向け
　記録メディアにフラッシュメモリを採用することで、高耐久性を実現。

フラッシュメモリナビゲーション

■大型車専用施設アイコン

湾港

貨物・コンテナ駅

漁港

工場

背高コンテナ埠頭

流通団地

空港

工業団地

トラックステーション

ドライブイン

道の駅

パーキング

■大型車規制情報アイコン

車幅制限

車高制限

車長制限

車重制限

雨量規制

車両通行止

複数規制箇所

V ICS

耐久性 UP

ユーザーデータ
の保存・読み込
みが可能

※ルート誘導時の大型車規制情報は、考慮されません。

■大型車両用ナビならではの豊富なアイコン。 ■VICS やハイウェイ情報表示で業務効率が大幅UP。

VICS情報 ハイウェイ情報
※ビーコンユニットは別売です。

■ナビ本体のボタンで基本操作が可能。

■様々な検索で業務を効率化。

施設検索件数
約450万件

住所データ
約3,500万件

電話番号検索
約1,000万件※

※個人宅電話番号を除く

Navigation & Tuner 

12V/24V

L R

■ 画像イメージ

左サイド画像 後方画像

※CC-2001は接続できません。
※本製品は12V専用です。
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Solid Navi

Solid Navi  NXB 11 Solid Navi  業務用標準機能

　耐久性

　操作性

　 拡張性（オプション）

　 カスタマイズ（オプション）

　4ヶ国語対応

　ファンクション機能

　多地点巡回支援

　通信機能　

SDD ナビをさらに進化させた SD ナビ。

厳選された機能のシンプルタッチメニュー。

専用通信端子 RS232C 対応。

業務に応じて設定をカスタマイズ可能。

海外からの来訪者も安心誘導。

ニーズに合わせてお好みの画面を作成。

β版（PC ソフト ) 無償提供※。

デジタル無線等、あらゆる通信網に対応。

■商用車 12V専用
　業務の即戦力Solid Navi 2DINタイプ「NXB11」。多彩な機能と拡張性で、さらなる業務の効率化へ。
　ISO39001（道路交通安全マネジメントシステム）をサポートするタコグラフ機能付き。　

※オプション及び通信機能の使用には、FOMA 等の通信機器およびセンターを含めたアプリケーションのカスタマイズ開発が必要です。
　お問い合わせは、クラリオン HP トップページ内「サポート」タグの「お問い合わせ」からご連絡ください。

シンプルなメニュー搭載で
高齢者など幅広いユーザーをサポート。

2DINサイズで、
視認性も良くタッチメニューで操作性も抜群。

使いやすい画面へとカスタマイズ。目的に応じた使いやすい画面設計が可能に。

RS232C外部インターフェースにより、車載通信端末との連携で、多種多様な業務を強力サポート。

センターからの的確な業務指示、車両状況ログの記録から運転特性の把握が可能。

NXB11
オープン価格

12V車両専用
メニューの表示・応答

業務情報の入力

運行情報の送信

最大16 個のファンクションキーを配置可能。
各ファンクションキーに対して、使用／未使用

（非表示）・操作キー色・文字を登録時に設定
できます。背景色も４つのカラーからお選び
いただけます。

ファンクション画面を利用して、センター側
への連絡事項などのテキストを入力可能。画
面は、乗務員コードなどの数値入力に便利な
数字入力と、コメントの際に使いやすい漢字
かな入力の２画面から選択できます。

地図画面と重ねて表示できるファンクション画面を
利用し、動態管理などの業務が行えます。車両の運
行状況をリアルタイムに把握したい時に便利です。

ファンクションメニュー画面を、ユーザーの使いやすい画面へ簡単・自由にカスタマイズすることができます。センター側は操作画
面を呼び出したり、乗務員からの応答を受け取って、顧客情報や業務の進捗情報を随時入手できます。

乗務員からの運行情報、センター側からの管理情報をやり取りすることで、業務の効率化や顧客サービスの向上が期待できます。

ファンクションキー 16 個のパターン 画面例（ファンクションキー色）

ファンクションキー 12 個のパターン ファンクションキー 8 個とコメント欄のパターン ファンクションキー 4 個とコメント欄のパターン

各ファンクションキーに対し、
使用/未使用（非表示）・操作
キー色・文字を登録時に設定
できます。
また、背景色も4色から選択で
きます。　　　　　　　

コメント欄は、ファンクション
画面を呼び出すごとにテキス
トを変更することができます。
　

コメントをつけて、ファンクション画面を呼び出す

テキストを送信

文字入力（50 音キーボード）

※ファンクションメニュー画面のカスタマイズ変更をご希望の方はお問い合わせください。

※通信端末接続時

操作画面表示・応答機能 メッセージ表示・応答機能　最大 100 件のメッセージ！！

ルート検索機能

走行ログ取得機能 運行情報を蓄積可能

登録した操作画面をセンター側の指示でナビゲーション上に表示させ、乗務
員の応答を受け取ることが可能。顧客情報や業務上の手続きの入力を求める
ときに便利です。

センター側からのメッセージを車両側に表示し、乗務員は応答を簡単に送
信することが可能。最大で100 件のメッセージを蓄積できます。

センター側から車両カーナビに対し、目的地
と経由地の設定、ルート検索が可能。地理に
詳しくないドライバーでも顧客先まで迅速・
確実な移動ができるため、業務の効率化や顧
客サービスの向上が期待できます。

車両側からセンターへ、道路種別、緯度・経度、高度、速度・方向、日時、走行距離、前後・
左右速度などの情報を、センター側の指定した間隔で送ることができます。

走行情報やファンクション画面の操作情報などを、ナビゲーション本体に接続したSD
カード（NXB11）やUSB（UA-241A）に蓄積。通信端末を装備していない場合も、蓄
積データを参照することが可能です。

ファンクション機能

通　信　機　能

【タクシー配車の場合】

配車依頼

センター側で目的地と経由地を設定
（センター側）

（お客様）

センターとナビをつなぐ通信端末が必要となります。

自車位置から目的地までのルートを検索

設定を送信

♪ポーン

ナビID

目的地

経由地1

経由地2

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

1

Solid Navi  UA-241A

　耐久性

　操作性

　 拡張性

　業務用カスタマイズ

　ファンクション機能

　多地点巡回支援

　通信機能　

トラック使用に耐える振動耐久性。

手袋をしたままでも操作しやすいデザイン設計。

専用通信端子 RS232C を標準装備。

業務に応じたメニュー設定を自在にカスタマイズ。

ニーズに合わせてお好みの画面を作成。

β版（PC ソフト ) 無償提供※。

デジタル無線等、あらゆる通信網に対応。

※オプション及び通信機能の使用には、FOMA 等の通信機器およびセンターを含めたアプリケーションのカスタマイズ開発が必要です。
　お問い合わせは、クラリオン HP トップページ内「サポート」タグの「お問い合わせ」からご連絡ください。

■トラック・タクシー 12/24V対応
　堅ろう設計のSolid Navi セパレートタイプ「UA-241A」。24時間・365日の連続使用を考慮した設計。

大型モニターと大型専用操作キー、
タッチパネルの併用により、操作性が向上。

本体はコンパクトな１DINサイズで、
取付性を向上。

汎用性が高い、変圧器不要の
12V／24V両用型。

UA-241A
オープン価格

12/24V車両向け



道路交通安全マネジメントシステム支援ソフト。

USB メモリ又は SD カード経由で
PC にデータを移行（通信不要）

走行データ解析
データ一括管理

運転分析付き

運転日報作成

管理者 運転手

安全運転指導解析アプリケーション ( 別販 )
多地点巡回支援アプリケーション ( ※ )

・運行実績解析
・安全運転指導
・エコ分析
( ※無償配布 ) 別途、販売会社様へお問合せください。
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Solid Navi

アルバイトに
配送を任せる
ことになった・・・

Case 3

新人ドライバーに
道・行き方を教える
暇がない・・・

Case 2

急に
休むことになった・・・

Case 1

営 業ドライバ ー の 皆 様！こん なときどうさ れ て い ます か？

こんなとき、「多地点巡回支援」機能を使えば安心です。
営業ドライバーの方、宅配業者の方、食材や飲料水、クリーニングの宅配、介護や顧客の送迎、メンテナンスの巡回サービスなど、きめ細
かなルートを定期的に走行する業務には正確な巡回はもちろん、さらなる業務の効率化、ドライバーの不在時の代行対応力が求められ
ます。そうしたニーズに応えるため、クラリオンは、登録した巡回先を順番通りに連続案内する「多地点巡回支援」機能を追加搭載した、
Solid Navi 2DIN タイプ「NXB11」とSolid Navi セパレートタイプ「UA-241A」をご提案いたします。これにより、目的地ごとにメモ
機能、写真添付機能を使用して、ドライバーの突発的な休みにも、代行営業ドライバーで通常通り対応でき、また経験のない新人やアルバ
イトなどのサポートとしても活用いただけます。無駄のない巡回が実現することで時間やコストの削減、さらにはCO2 削減にもつながり
ます。経営者にもドライバーにも、そして環境にも優しい業務ユースカーナビの登場です。

さらに、「いつ」「どこで」「何を」が追跡できる。万が一の結果管理で使えて安心です。
安全運転を励行していても、実際の車両運行状態管理をつかめていない企業も多いはず。クラリオンの業務ユースカーナビなら、万が一の警察
からの通報や車両を使用した従業員の走行履歴閲覧等、カーナビから随時排出されるログデータを使用し、いつどこでなどの走行証拠として、
車両走行の過去の記録閲覧や車両位置の推定が可能です。
※前面USB 端子経由SD リーダーライターより、SD カードを使用お願いします。

事務所のPC上で、配送先リストの作成等を簡単な操作で行える専用ソフト。

乗務員の運転記録の解析結果をグラフ化
し、運転手の安全運転特性を視覚的に把
握することができるため、効果的な安全運
転教育に活用できます。また、管理者側で、
乗務員の安全性評価、経済性評価の基準
値を設定することができるため、乗務員の
適正な評価につながり、業務状況に合わ
せた運用が可能になります。

ファンクション画 面との
連動により、配送済かどう
かのステータス情報や履
歴、走行ログを日報として
出力することができます。

登録された巡回コースを呼
び出したり、複 数の地 点を
選択してコースの新規作成
や編集が 行えます。登録さ
れた巡回コースは1 ルート
につき 最 大 で192 地 点の
連続案内が可能です。

登録地点を一覧表示し、選
択されている地点の地図、
住所、名称、電話番号などの
情 報を 表 示します。顧 客ご
とのメモをリンク表示する
こともでき、顧 客に関 連 す
る写真を8 箇所までリンク
表示することも可能です。

※多地点巡回支援ツールを使用する際に必須の地図ソフト「プロアトラスシリーズの販売が
2013年9月末日にて終了しました。これを受け、9月末を持ちましてNXB11及び
UA241A向け多地点巡回支援ツール（β版CDR）の新規ご提供を終了させていただき
ました。尚、現在多地点巡回支援ツール（β版CDR）をご利用のお客様に付きましては、
PC地図アプリの更新はできなくなりますが、多地点巡回支援ツールはそのまま継続して
ご利用いただけます。

※対応OS
 ・ Windows XP professional Edition
 ・ Windows Vista Home Edition
 ・ Windows Vista Business
 ・ Windows Vista Ultimate

Solid Navi  業務用アプリケーション　　多地点巡回支援ツール

Solid Navi  業務用アプリケーション　　Solid Guardian(ソリッドガーディアン)

運転詳細グラフ表示イメージ 自動日報出力イメージ

地点管理モード（最大 9999 地点）

道路交通安全マネジメントの監視測定・評価・エビデンス管理に！

日報出力

コース管理モード
最大「192地点」の連続案内を実現する業務用アプリケーション。

※有償オプション

巡回ルートをより効率的にナビゲート。

PC で設定した巡回ルートを、設定した順番に連続案内
します（1 ルートに最大192 地点）。地図上にも巡回先
の順番が表示されます。

巡回する地点を一覧で表示・確認することができます。
ステータスも確認できるので、ミスを減らすことができます。
※ファンクション画面のカスタム変更をご希望の方は、お買い求め先にお問い合わせください。
　

コメント機能、画像添付機能を使うと、営業先の駐車場
の説明等、分かりやすく伝えることができます。

地点の連続ルート案内が可能。

巡回先の一覧表示が可能。

顧客地点にメモや写真を添付することが可能。
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Drive Recorder & Collision Avoidance System

内蔵カメラで車内※/車外2ch同時録画が可能。簡単取付けで常時録画機能も搭載。

4台のカメラ映像を同時録画・再生が可能なドライブレコーダー。記録メディアは選択可能。

簡易型2カメラ内蔵ドライブレコーダー

4カメラドライブレコーダー

■ ビューアソフト（パソコン再生画面一例）

■ 録画モード及び時間

■ フロントガラスに簡単貼り付け

販売元 ： クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社

販売元 ： クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社

■ ビューアソフト（パソコン再生画面一例） ■ セット内容

4 カメラ同時再生。(1 画面～4 分割画面切替可能) 録画ファイ
ル・運行経路確認・GPS 情報・３G センサー情報の確認が可能。

CF-2500A
オープン価格

Mobileye C2-270
オープン価格

振動 ・ 衝撃などに対する耐久性が飛躍的に向上する32GBフラッシュメモリを採用。

前方車両、歩行者や走行車線を検知し、
交通事故を未然に防止。

フラッシュメモリドライブレコーダー

衝突防止補助システム

フラッシュメモリ
32GBデジタコ 4ch常時録画

1DINSDカード
抜き取り防止
ロック付

歩行者衝突警報前方車間距離警報

オプション( 解析ソフト)

フラッシュメモリドライブレコーダー CF-2500Ａ 定格・仕様

システム構成例

前方車両衝突警報（高速・低速）車線逸脱警報

Pedestrian Collision Warning

歩行者や自転車が
自車の衝突範囲に
入ったときに
警報を出します。

Lane Departure Warning

車線はみ出しの
危険を察知して
警報を出します。

Headway Monitoring Warning

前方車両と
危険な車間距離に
なったときに
警報を出します。

Forward Collision Warning

前方車両との
衝突までの時間が
2.7 秒以下に
なったときに
警報を出します。

CCDカメラ
［正像モデル・サイド用］

CC-1060A

CMOSカメラ
[正像モデル・広角タイプ]

CC-4110A

CMOSカメラ
[正像モデル・広角タイプ]

CC-4110A

CMOSカメラ
［正像モデル・広角タイプ・

前方用］

CC-4110A

SDカード（非同梱）
画像/走行データ取出し
※推奨品につきましては、
　別途ご確認ください。

HBT-287-100

RCB-183-500

フラッシュメモリ
ドライブレコーダー
CF-2500A

RCB-189-500

無指向性マイク
DMA-586-100

緊急スイッチ

GPSアンテナ

設定用リモコンカラーモニター
CJ-7000B

■スピードセンサー
■エンジン回転数
■電源＋24V/12V
■音声合成放送装置
■ブレーキ

etc.

■4画面表示
■Gセンサー値やスピード値をグラフで表示
■系統名/停留所名表示
　(音声合成装置連動時）
■危険走行フラッグ
■走行軌跡と画像の位置を地図上に表示 
　（GPS設置時）

CTA-038（Windows7対応）ビューアソフトVer.3
表示機能

4カメラ
同時表示

系統名/
停留所名等

加速度
（縦G、横G）等

走行軌跡と画像の位置を地図上に表示

走行スピード
エンジン回転数

危険走行
フラッグ

ビューアの表示機能以外に日報、月報、年報等をドライバーごと、
車両ごとに帳票出力が可能な解析ソフト。
安全運転診断、エコドライブにも有効です。
※CTA038、CTA039はバージョンアップにより表示内容等を変更する場合があります。

CTA-039（Windows7対応）

運転指導支援ソフトVer.3

外 形 寸 法
質 量
電 源
内 部 メ モ リ
外 部 メ モ リ

外 部 入 力 端 子

外 部 出 力 端 子

W178 × H50 × D188mm
約1,300g
DC12V / 24V
32GB
SDカード

カメラ入力 × 4（ＤＩＮ5Ｐ × 4）
アラーム入力 × ６
音声入力（マイク1、ライン1入力）

映像出力 × １
アラーム出力 × 2 ・ 音声出力 × １

Ｇ Ｐ Ｓ 入 力
Ｇ セ ン サ ー
映 像 方 式
接 続 カ メ ラ 数
録 画 圧 縮 方 式
解 像 度
フ レ ー ム レ ー ト
最 大 記 録 時 間
ト リ ガ ー 録 画
映 像 セ キュリティ

有り
本体内蔵3軸センサー
ＮＴＳＣ
4台
H.264
320 × 240 × 4
最大30fps
222時間（中画質 / 1fps / オーディオon時）
トリガー前後30秒、SD書込み（任意設定可）
専用暗号化による改竄検出機能

地 図 デ ー タ 連 動
動 作 温 度 範 囲
耐 振 動 性 能
耐 衝 撃 性 能
消 費 電 力

有り
−20℃～＋65℃
4.4G以下
120G以上

約17W以下

【免責事項】　録画内容の保証について　当機種は内蔵フラッシュメモリにデータを常時記録しますが、万一データが記録できなかった場合や、記録されたデータが破損された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

運行管理 エコ
ドライブ

デジタコ
一体型

※本体及び付属品の仕様は、品質向上の
　ため予告なく変更する場合があります。

株式会社筆まめ　プロアトラスSV7（Windows7対応版より必要となります。）

地図表示には別途指定地図ソフトが必要になります。

地図表示用ソフト

車両のフロントガラスに取付けたカメラが
前方の危険を検知し、未然にアイコンとブザ
ー音による警報を出します。

DC
12V/24V

CCDカメラ
【鏡像モデル ・ 後方用】
CC-2011U

CMOSカメラ
【正像モデル ・ 前方用】
CC-4110A

CMOSカメラ
【正像モデル・車内用】
CC-4110ACCDカメラ

【正像モデル ・ サイド用】
CC-1060A

無指向性マイク
DMA-586-100

無指向性マイク
DMA-586-100

無指向性マイク
DMA-586-100

無指向性マイク
DMA-586-100

カラーモニター
CJ-7000B

 一般自動車

バス及びトラック

システム構成例

DR-400（CAMOS製）
オープン価格

GPS
連　動常時録画

ロックキー 地図連動
データ
ダウンロードが
可能

2.5 インチ
HDD/SSD
から選択

ドアオープン検知
 モーション検知
 他

USB
メモリ

音　声
同時録音

4ch

外部センサー
検　知

3Gセンサー
内　蔵

最大8日間
連続使用

記録メディア
選　択

320GB
HDD
使用時

DC
12V/24V

DR-210/DR-220（CAMOS製）
オープン価格

ミュート
機　能

G P S
機　能

自動録画
機　能

2ｃｈ
同時記録

3Gセンサー
内　蔵

音声録音
機　能

赤外線LED
搭　載

DR-220 は
外付け式 ビープ音 内　蔵

バッテリー
DC

12V/24V
SDカード

（最大64GB）

カ メ ラ

録 画

録 画

録 画 方 式
メ モ リ ー
G P S

G - セン サ ー

電 源

許容動作温度
外 形 寸 法
製 品 重 量

車内 (DR-210)：0.3MピクセルCMOSセンサー
車外：0.3MピクセルWDRCMOSセンサー

AVI (H.264)
SDカード (最大64GB)
内蔵

-10°C ～60℃
105 × 22 × 67 / レンズ : 38.5 mm
156g (ブラケット含む)

内蔵 (5段階 : 1(鈍感)→5(敏感))

VGA (640 × 480)
30fps
常時録画 / 
イベント録画(デュアルモード)

解 像 度
フレーム

モ ー ド

時 間 定格電圧
消費電力

常時録画 : 2分単位で続けて録画
イベント録画：事故発生前10秒 /  
発生後20秒のみ録画（合計30秒）

DC 12～24V (with super cap) @最大32V
12V / 350mA

販売元 ： クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社

※DR-220は外付け式になります。

※常時録画 ： イベントとは関わらず2分単位で続けて録画します。

※イベント録画 ： イベント（事故）発生前10秒 / 発生後20秒のみ録画します。（総30秒）
2 分 2 分 2 分 2 分 2 分 2 分

発生後20秒発生前10秒

ex)：録画開始後、3分40秒に事故が発生した場合

2 分 2 分 2 分 2 分1分30秒 10秒 20秒

事故が発生した3分40秒地点から前10秒　後20秒　計30秒の映像
を除外した部分を常時録画（1分30秒）ファイルに保存します。

※詳しくはお問い合わせください。

■ DR-210 （２ch：カメラ内蔵）

■ DR-220 （２ch 対応：CM-100S（外付けカメラ）付属）

 車外撮影用カメラ

 車外撮影用カメラ  車内撮影用カメラ

車内用外付けカメラ
（別体タイプ）
（CM-100S）

カメラ・警告音ユニット
（ルームミラー背後に取付け）

PS3
（電源・配線ボックス）

アイウオッチ
（ダッシュボード取り付けディスプレイ）
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Accessories

CC-2000シリーズ用ケーブル

CC-860 系
CC-2000 系 防水コネクタ DIN 5P コネクタ

モニターへ
PQA-158（O.2m） CCA-219 CCA-274
又は CCA-220 CCA-279
PQA-159（O.9m） CCA-221 CCA-327

防水仕様中継ケーブル
（CC-2000/2001/2002/2003/1601)
（φ6.7mm/L型コネクタ）
（ 5m）CCA-416-100

希望小売価格7,350円（本体価格7,000円）
（ 7m）CCA-392-100

希望小売価格8,400円（本体価格8,000円）
（10m）CCA-393-100

希望小売価格9,450円（本体価格9,000円）
（13m）CCA-435-100

希望小売価格9,975円（本体価格9,500円）
（15m）CCA-394-100

希望小売価格10,500円（本体価格10,000円）
（18m）CCA-436-100

希望小売価格11,025円（本体価格10,500円）
（20m）CCA-395-100

希望小売価格11,550円（本体価格11,000円）
（23m）CCA-437-100

希望小売価格12,600円（本体価格12,000円）

防水仕様延長ケーブル
（CC-2000/2001/2002/2003/1601)
（φ6.7mm）
（0.9m）CCA-439-100

希望小売価格 5,775 円（本体価格 5,500 円）
（ 5m）CCA-391-100

希望小売価格 7,350 円（本体価格 7,000 円）
（10m）CCA-415-100

希望小売価格 9,450 円（本体価格 9,000 円）

防水コネクタ
変換ケーブルキット

（CC-2000/2001/2002/2003/1601)
（0.2m）PQA-158-100

希望小売価格 5,250 円（本体価格 5,000 円）
（0.9m）PQA-159-100

希望小売価格 7,350 円（本体価格 7,000 円）

取付部材キット
（CC-2000/2001/2002/2003/1601)
（φ10mmコルゲートチューブ）
PQA-157-100
希望小売価格 2,100 円（本体価格 2,000 円）

■カメラと中継ケーブル（CCA-
219、220、221、

　 274、279、327）を接続す
る際に防水仕様に変換する

   ケーブルです。

防水仕様中継ケーブル
（CC-2000/2001/2002/2003/1601)
（φ6.7mm/ストレートコネクタ）
（ 7m）CCA-724-500

希望小売価格 9,450 円（本体価格 9,000 円）
（10m）CCA-725-500

希望小売価格 10,500 円（本体価格 10,000 円）
（15m）CCA-703-500

希望小売価格 11,550 円（本体価格 11,000 円）
（18m）CCA-734-500

希望小売価格 12,075 円（本体価格 11,500 円）
（20m）CCA-704-500

希望小売価格 12,600 円（本体価格 12,000 円）
（23m）CCA-735-500

希望小売価格 13,650 円（本体価格 13,000 円）

防水仕様延長ケーブル
（CC-2011/1010/1011/4110)
（φ4mm）
（ 5m）CCA-699-100

希望小売価格 5,040 円（本体価格 4,800 円）

防水仕様中継ケーブル
（CC-2011/1010/1011/4110)
（φ4mm/ストレートコネクタ）
（ 7m）CCA-708-500

希望小売価格 5,670 円（本体価格 5,400 円）
（10m）CCA-726-500

希望小売価格 6,300 円（本体価格 6,000 円）
（15m）CCA-707-500

希望小売価格 7,350 円（本体価格 7,000 円）
（18m）CCA-736-500

希望小売価格 7,875 円（本体価格 7,500 円）
（20m）CCA-709-500

希望小売価格 8,400 円（本体価格 8,000 円）

トレーラー用後方カメラケーブル
（CC-2000/2001/2002/2003/1601)
（20m）CCA-452-100

希望小売価格 25,200 円（本体価格 24,000 円）
（15m）CCA-453-100

希望小売価格 19,950 円（本体価格 19,000 円）

トレーラー用側方カメラケーブル
（CC-2000/2001/2002/2003/1601)
（5m）CCA-451-100

希望小売価格 16,800 円（本体価格 16,000 円）

トラクタ用モニターケーブル
（CC-2000/2001/2002/2003/1601)
（15m）CCA-454-100

希望小売価格 19,950 円（本体価格 19,000 円）

※中継ケーブルはCJ5600、
CJ7000はストレートコネク
タ、CJ981はL型コネクタを
ご使用ください。

小型カメラシリーズ用ケーブル

トレーラー用ケーブル取付キット（※セミトレーラー）

UA-241用アクセサリー

NXB11用アクセサリー

ドライブレコーダー用アクセサリー　

カメラ用プロテクター
（CC-2000/2001/2002/2003)

HBT-262-100
希望小売価格 8,400 円（本体価格 8,000 円）

カメラ取付キット
（CC-2000/2001/2002/2003)

LAA-032-100
希望小売価格 3,150 円（本体価格 3,000 円）

カメラ取付キット
（CC-2000/2001/2002/2003)
LAA-033-100
希望小売価格 3,150 円（本体価格 3,000 円）

タンクローリー用
後方カメラ取付キット

（CC-2000/2001/2002/2003)
LAA-014-100
希望小売価格 10,500 円（本体価格 10,000 円）

カメラ用キット

中継ケーブルキット
LAA-055-100
希望小売価格 1,680 円（本体価格 1,600 円）

パワーボックス（12V 専用）
CAA-188-100
希望小売価格 10,290 円（本体価格 9,800 円）
■お手持ちの TV にある RCA 端子にカ

メラ映像を入力するための変換パワー
ボックスです。（5 芯→ RCA に変換）

小型カメラ用プロテクター
（CC-2011)

HBT-283-100
希望小売価格 5,985 円（本体価格 5,700 円）

RS-232C 変換ケーブル（７ｍ）
CCA-718-500
希望小売価格 5,250 円（本体価格 5,000 円）

RS-232C 用変換ケーブル
CCA-763-500
オープン価格

緊急スイッチ
(CF-2400/2500 用 )
RCB-189-500
オープン価格

無指向性マイク
(CF-2400/2500 用 )
DMA-586-100
オープン価格

設定用リモコン
(CF-2400/2500 用 )
RCB-183-500
オープン価格

ワンタッチフロントパネル
（CF-2400 用）
HBT-279-110
オープン価格

GPS アンテナ （5m）
（CF-2500 用）
HBT-287-100
オープン価格

UA-241用モニターケーブル（３ｍ）
CCA-716-500
希望小売価格 5,775 円（本体価格 5,500 円）

車載用リアビジョンカメラ
RC11D ( CC-4010A )
希望小売価格 13,440 円（本体価格 12,800 円）

CJ-8000＋CC2000／CC2011系
CCD カメラ変換ケーブル（１m）
CCA-719-500
希望小売価格 2,100 円（本体価格 2,000 円）

VTR ケーブル
CCA-657-500
希望小売価格 3,150 円（本体価格 3,000 円）

CQ-8000 系インダッシュ取付け
パネルキット（欧州車、マツダ車用）
172×48 ｍｍ
HBT-280-100 
希望小売価格 1,570 円（本体価格 1,500 円）

ビデオ対応 iPod 接続ケーブル
CCA-750-500 
希望小売価格 8,400 円（本体価格 8,000 円）

CJ-8000＋CC2013 系
CCDカメラ変換ケーブル（2m）
CCA-719-600
希望小売価格 2,100 円（本体価格 2,000 円）

延長用 USB ケーブル
CCA-755-500
希望小売価格 1,890 円（本体価格 1,800 円）

Connection Diagrams

CJ-5600B CJ-7300GCJ-7000B

EA-1232A EA-1246A

在庫僅少
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Connection Diagrams

CF-2500A

CQ-8003A
NXB11

UA-241A

※フロント前面にUSB端子あり。SDカード利用の際は、USB端子よりSDリーダー (他社品 ) のご使用をお願いします。
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 RC13D
(CC-6000A-A)

CCA-763-500

CCA-657-500

CCA-719-500 中継ケーブル

　■小型カメラ（クラリオン製AV-Navi専用） 　■小型カメラ

　■CCDカメラ(シャッター付）

　■地デジチューナー

　■SDカード

　■USB

Systems

業務ユースナビゲーションシステム

CT-4100A

安全運転指導解析アプリケーション(別販)
多地点巡回支援アプリケーション(※)

・運行実績解析
・安全運転指導
・エコ分析

( ※無償配布 ) 別途、販売会社様へお問合せください。

通信機能
・動態管理
・メッセージ送信、応答
・目的地、経由地の送信
・走行ログ取得

通信

PC

CC-2011U

CC-2001B

センター

軽・小型商用車バックカメラシステム

　■小型カメラ
　

　■小型カメラ
　

　■小型カメラ
　

■超広角160°小型カメラ

　■小型カメラ

　■ハイマウント 取付キット

　■6.5型LCDモニター ■7型LCDモニター
　■シャッター付カメラ

前方／車内確認カメラ

側方確認カメラ

後方確認カメラ 後方確認カメラ

後方確認カメラ

後方確認カメラ

CC-2011U

CC-2001B

LAA-057-110

CJ-981B

CJ-5600B

CJ-7000B

CC-1010A

CC-1060A

CC-4110A

中継ケーブル

EA-1246A接続の場合(3台接続可)

(防水仕様中継ケーブル7M)

(防水仕様中継ケーブル7M)

中継ケーブル

CCA-708-500

CCA-708-500

CCA-515-102(ビデオケーブル3M)

CCA-515-102
(ビデオケーブル3M)

CCA-567-500
(RGBケーブル)

■地デジチューナー

または
映像入力

　■地デジチューナー ■ナビゲーション

CT-4100A

CT-4100A

■5.6型LCDモニター

CQ-8003A

■電源ボックス
EA-1246A

CCA-708-500

CCA-708-500

CCA-708-500

CCA-708-500

中・大型商用車バックカメラ・ドライブレコーダーシステム

車内確認カメラ

車内確認カメラ

側方確認カメラ

前方確認カメラ

CCA-395-100
(防水仕様中継ケーブル20M)

(防水仕様中継ケーブル7M)

(防水仕様中継ケーブル7M)

(防水仕様中継ケーブル7M)

(防水仕様中継ケーブル7M)

■ドライブレコーダー

CC-1060A

CF-2500A

　■SDカード

PC

■緊急スイッチ

■GPSアンテナ

■無指向性マイク

RCB-189-500

HBT-287-100

CTA-039

DMA-586-100

・運行実績解析
・安全運転指導
・エコ分析

トレーラー用システム平ボディ車用システム ■ハイマウント取付キット ■ハイマウント取付キット
CC-2001B

CC-2002B

LAA-057-110 LAA-057-110

CC-1601A

■7型LCDモニター

■CCDカメラ（シャッター付）

■CCDカメラ（シャッターなし）

■7型LCDモニター CJ-7000BCJ-7000B

CCA-454-100
(モニターケーブル15M)

(後方カメラケーブル20M)

(側方カメラケーブル5M)CCA-454-100
(モニターケーブル15M)

CCA-452-100

CCA-451-100

12V 商用車 12V╱24V 商用車

　■ハイマウント 取付キット

LAA-057-110

■7型LCDモニター

CJ-7000B

　■シャッター付カメラ
CC-2001B

　■小型カメラ
　

　■小型カメラ
　

　■小型カメラ
　

　■小型カメラ
　

CC-4110A

CC-4110A

CC-4110A

NXB11 12V車両専用 UA-241A 12/24V車両向け

CCA-515-102

(ビデオケーブル3M) (VTRケーブル)

(CCDカメラ変換ケーブル1M)

(変換ケーブル)
走行ログデータ

走行ログデータ

RS232C 　■外部機器
　　(通信端末等)



22 SAFETY CAMERA & MONITOR SYSTEM     23

Product Drawings
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