「リアビジョンカメラ」詳細は、
YouTube動画やホームページをご覧ください。
QRコードからもアクセスできます。
YouTube

ホームページ

バックしながらの駐車場・車庫への出し入れや縦列駐車は、苦手な運転として常に上位に挙げられます。

広視野角で危険を察知！

免許を取り立ての方や運転の苦手な方にも
安 心 。広視野角なので今まで以上によく見え

ます。

● 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

RC13D

RC13C

RC13D

NEW

(CC-6000A-A)

12,800

広視野角で、後方視界の危険を見落とさない。

超高感度

極端に強い光源の影響で筋上に発生するスミ

アが発生しません。視認性の高いクリアな画

像を実現します。新高感度センサーとあいまっ

て、夜間における高い視認性を実現します。

※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。

安心の防水性！

超防水性
防水性に対する国際基準IPX9Kをクリアし、

クルマを取り巻く厳しい環境での耐候性に優
れています。

クラリオンダイレクト接続専用モデル：NX713/NX613/NX513/Z8/NX712/NX712W/NX712W+T/NX612/NX612+/
NX811/NX810/NX809/NX808/NX711/NX311/NX111/NX710/NX708/NX610W/NX609/NX310/NX309/
NX308/NX308DT/NX209/NX208/NX110/MAX809/MAX9750DT/MAX9700DT/MAX960HD/MAX950HD/
MAX8750DT/MAX8700DT/MAX860HD/MAX850HD/MAX7700/MAX760DTB/MAX760HD/MAX750CCD/
MAX750HD/MAX685DT/MAX685/MAX675DT/MAX675/MAX670CCD/MAX670/MAX575/MAX570/
MAX560HDB/MAX560HD/MAX550HD/QX6817A/MAX940HD/MAX930HD/MAX740HD/MAX735HD/
MAX730HD/MAX540HD/NTV860HD/NTV850HD/NTV840HD/TSZ860/TSZ840

今お持ちのナビやモニター搭載
ＲＣＡ入力付きモニター用

(CC-6150A-A)

延長コード
（7m）
（同梱）

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。

● 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※

NEW

● 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

ナビオプション

RC13C

コード
（3m）
（同梱）

のお客さまにも対応。

主な特長

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
車載用リアビジョンカメラ
（RCA 入力付きモニター用）

水平画角 約162°

クラリオン ダイレクト接続専用モデル

RC13D

保
希望小売価格
円（税別）○
※道路運送車両の保安基準適合モデル

新レンズと高感度センサーでハッキリ！

● 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

リアビジョンカメラ

超 ワ イド

主な特長

SD AVライトナビゲーション

RC13D/RC13C

をサポートします。

リアビジョンカメラ

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）

ワイドな視野と高感度な映像で、
ドライバーの安心・安全を後方視界からサポート！
クラリオンのリアビジョンカメラは、広視野角のワイドなレンズでドライバーの視野を補完して安全・安心

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」。

※ 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。

RCA入力端子付きモニター／ナビ

RC13C

SD AVナビゲーション

広範囲が見える、夜間も明るい、
高性能小型カメラ！！

RCAピンAV線
（7m）
（同梱）

保
希望小売価格
円（税別）○
※道路運送車両の保安基準適合モデル

12,800

リバース電源等へ接続

適合機種：N
 X403/NX702W/
NX702/NX502/NX501/
他RCA入力付ナビゲーション・モニター

コード
（3m）

電源線9m
ヒューズ0.5A

車両ボディーアースへ接続

GNDライン 2.5m

ナビ機能一覧

広視野角でワイドに見渡し、夜間でもはっきり安全を確認！

※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。

夜でも

昼でも

リアビジョンカメラ車種別取付ブラケット

◎ 取付詳細お問い合わせ先

こんな時も、スムーズに安全に駐車ができます。

※カメラ画像はルームミラーと同じ鏡像映像になりますので左右反転となります。

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
B02-RC同梱品

約162°

約108°

プリウス用

約130°

エスティマ用

約99°

取付例

約130°

約130°

取付例: セレナ

リアビジョン
カメラ
車種別取付
ブラケット

B01-RC
希望小売価格：3,000 円（税別）

適合車種
プリウス
（Ｈ 21/5～現在）30系

B02-RC
希望小売価格：4,000 円（税別）

適合車種
アルファード
（Ｈ 20/5～現在）20系
ヴェルファイア
（Ｈ 20/5～現在）20系

リアビジョンカメラ車種別接続ケーブル
純正装着済みのバックカメラ配線を使用して、接続できるケーブルキット

対応機種: RC13D

後ろ出しで両隣りの車によって死角になってしま
う場合でも、広い視野で確認でき、スムーズに出
庫できます。

B03-RC 汎用タイプ
希望小売価格：3,000 円（税別）
適合車種
ヴォクシー/ノア
（H19/6～現在）
70系
フリード
（H20/5～現在）
GB系
フリードスパイク
（H22/7～現在）
GB系
フィット
（H19/10～現在）
GE系/GP系
フィットハイブリッド
（H22/10～現在）
GE系/GP系
セレナ
（H17/5～現在）
C25系/C26系
レガシィツーリングワゴン
（H21/5～現在）
BR9
レガシィアウトバック
（H21/5～現在）
BR9/BRF

B04-RC
希望小売価格：4,000 円（税別）

適合車種
エスティマ
（H20/12～現在）50系

ナビ・オーディオアクセサリー

約162°

約162°
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汎用タイプ
（フリード、フィット、セレナ他適合用)

従来のカメラ視野角

後ろ出し
出庫

広視野角なら両隣りの車との感覚や人の存在を
把握しながら、バックでの駐車が可能です。

アルファード、ヴェルファイア用

アンプ／サブウーファー

後ろ向き
駐車

RC13D/RC13C

スピーカー

ショッピングモールや高速道路のサービスエリアなど、人や車の動き
が多い駐車場でも、広視野角なら事前に存在を察知して危険を回避
することができます。

■ カメラ視野角

※ リアビジョンカメラ取付ブラケッ
ト
・車種別接続ケーブルの製造元は株式会社カナック企画です。

：03-5660-1234
株式会社 カナック企画 (製造元） ＴＥＬ
受付時間：平日9：００〜12:００、13:00~17:00（土・日・祝日・カナック企画休日を除く）

対応機種: RC13D/RC13C

オーディオ(
レシーバー)

■ 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 /延長コード7m
（計10ｍ）
同梱/RC13C:本体3ｍ/RCA入力付コード7m
（計10ｍ）
、電源線9ｍ同梱

プリウス用

C01-RC
希望小売価格：3,000 円

適合車種
プリウス
（Ｈ 22/2～Ｈ 23/11）

（税別）

＜ご注意＞・カメラ画像はあくまで視界補助用です。
・モニターに映る画像は実際のものとは若干形状や距離感が異なって映る場合があります。
また、
モニター画面ではわかりづらい対象物や、
映らない範囲から接近している対象物もありますので、
実際の走行前、
走
行時には必ず目視にて周辺の安全を確認してください。
・走行中は危険ですので絶対にモニター画面を注視しないでください。
・カメラの画像を確認する際は、
周囲の安全を確認の上、
必ず車輌を停車させた状態で行ってください。
・夜間または暗所ではカメラの映像が
見えない、
または見えにくいことがあります。車載用リアビジョンカメラRC13D/RC13Cの取り付けに関するご注意は、
裏表紙に掲載されております。
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