
【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：ME530 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 D-TEG CL-2CM に関するご注意】
対象機種：CL-2CM 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。

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。●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。●SurroundEyeはクラリオン株式会社の登録商標です。

〒330-0081	 埼玉県さいたま市中央区新都心7番地2
クラリオン株式会社

Clarion	Homepage

http://www.clarion.com

このカタログの掲載内容は、2016年10月現在のものです。
第二版発行 16SJPS100 160518X ①KD

お客様相談室	
カスタマーサポートセンター フリーダイヤル	

（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）		

			9:30〜12:00
13:00〜17:00

営業時間		

製品に関するお問い合わせは

0120-112-140

クラリオン
（スマートフォン専用※）

※QRコードアプリ取得後ご利用ください。

2016
商用車ソリューションカタログ

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

 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）

	 営	業	本	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

（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	国	支	店	〒 733-0035	 広島県広島市西区南観音7-6-28	 ☎082-532-6010

 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

技術力の高さと
豊富なラインナップ
セーフティー＆インフォメーション



CC-6500B/
CC-6600B

CC-6500B/
CC-6600B

CC-6500B/
CC-6600B

CC-6500B/
CC-6600BCC-6500B/

CC-6600B

EA-2182A

RCA入力

■ システム例

CJ-7600A

メイン

CAM1

CAM2
CAM3

CAM4

サブ

AV1 黄（映像）
白（音声）

RCA出力(映像・音声)
RCA入力(映像・音声）

AV2

3

Cameras and Monitor

■鏡像モデル （広角タイプ）

CC-6500B
希望小売価格 50,000円（税別）

■鏡像モデル （広角タイプ）

CC-6600B
希望小売価格 40,000円（税別）

■正像モデル （広角タイプ）

CC-6601B
希望小売価格 40,000円（税別）

CMOS

CMOS

高耐久設計、低歪、低ゴースト。前面ガードシャッター搭載の
ニューフラッグシップモデル。防水性能IP69Kをクリア。

高性能なのにコンパクト。歪やゴーストも抑える
最新設計レンズを採用。防水性能IP69Kをクリア。

フラッグシップ CV バックカメラ（シャッター付） フラッグシップ CV カメラ（シャッターなし）

奥短/ラウンド
デザイン

奥短/ラウンド
デザイン

シャッター IP69K IP69K

低歪
レンズ

低歪
レンズ

アルミ
ダイキャスト

アルミ
ダイキャスト

CC-6500B / CC-6600B

CC-6500B / CC-6600B

■ システム例

CJ-7600A
※メイン入力のみ

CJ-7600A
希望小売価格  41,000円（税別）

７型ワイド LCD 画面モニター

ワイヤレスリモコン（別売） RCB-211-100

希望小売価格 1,300 円（税別） 

■ 装着イメージ

WVGA

左右反転

電源内蔵 

補助映像
入力

スピーカー
内蔵

オート
ディマー

3 距離
マーカー

2カメラ
1 AV

■ 2 画面イメージ ■ 3 画面イメージ ■ 4 画面イメージ

運転視界を出来るだけ確保した狭額縁軽量モニター。EA-2182Aとの組み合わせで、4画面が可能。 CJ-7600Aとの結線で、最大５カメラ入力が可能。

４カメラボックス

EA-2182A 
希望小売価格  30,000円（税別）

B/U ハザード
対応

CC-3000E
マイク対応 ACC

【NC コネクタ】
小型防水コネクタ。
ワンタッチロック方式。

【低歪レンズ】
専用開発した低歪、低ゴーストレン
ズを採用。

昼間画像（マーカー画面表示、3m）■ 主な特長

 【シャッタ－】 CC-6500B
クラッチ機構を内蔵した高耐久メカニ
ズムを使用。長時間耐久試験を実施。

【優れた防水性】
高い防水性を示す保護規定 IP69K を
クリア。

■ 装着イメージ

本体を円柱状にすることで、角度を変え
た際の取り付けスペース縮小を実現。

※ CC-6500B のみ

■ダッシュボード内に装着しても操作可能な前面ボタンを採用。
■118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。
■カメラシャッターを完全に閉める バックアップ 接続。
　   ※バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。

■メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー（左右反転）設定が可能。
■ハザードランプ対応。
■小型で、ロック付の NDコネクタを採用。
      ※オンダッシュスタンドは同梱されていません。

■CJ-7600Aとの組み合わせで、最大５カメラ、2AV入力が可能。
    ※CJ-7600Aとの組み合わせ時、メイン連動線、サブ連動線、ハザードオフは接続しないでください。（サブカメラ選択は手動切替のみになります。）

■汎用モニターと接続して、4画面を実現するスタンドアローンモード。
     ※CJ-7600A以外のモニターに組み合わせた場合は、別売リモコンと受光部が必要です。

■４カメラ映像を一定時間毎に自動で切り替えるタイマー機能。
■２画面、３画面、４画面の呼び出しが可能な、外部トリガーリード。
■ハザードランプ対応。　　
■小型で、ロック付の NDコネクタを採用。

■安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしゼロから設計した高品質モデル。
■夜間ノイズの少ない、高コントラストの33万画素 新世代CMOSセンサーを採用。
■高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。奥行寸法も極力抑えました。
■前面ガラスの採用で、画質を左右するレンズコーティングを汚れや雪から保護。カメラ清掃時もプロテクトします。
■NCコネクタと併せて大幅な軽量化を実現。CC-6500Bは40%ダウン（対CC-2001B）、CC-6600Bは46%ダウン（対CC-2000B)。
■カメラ背面ケーブル部分をコネクタ化することで、耐水性/耐久性をアップ。 CC-1601A同等のIP69Kをクリア。
■フッ素系塗装を施したシャッター。汚れや雪の付着低減に効果があります。（CC-6500Bのみ）。

2

メイン

サブ

AV1

リモコン受光部（別売） CCA-787-500

希望小売価格 2,700 円（税別） 

左右反転

補助映像
入力 外部出力

3 距離
マーカー

ハザード
対応

マルチ画面
呼出

4カメラ
接続

スタンド
アローンモード

タイマー
機能12V/24V

CC-3000E
マイク対応

接続するケーブルはP.22をご覧ください。

RCA入力
黄（映像）
白（音声）

NEW
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IP69K and New Products

【IP69K試験クリア条件とは?】	
　あらゆる方向からの外郭に対する高圧の蒸気・水の直接噴射によって、
　どのような有害な影響も生じてはならない。

【IP69K試験とは?】
　被試験品は回転台に載せ、5±1rpmで回転させる。
　100～150mmの距離から、垂直に対して
　0°、30°、60°、90°の各位置で30秒間噴射する。
　14～16リットル/分 （約8000～10,000ｋPa）、水温は80±5℃。

【IP69K試験に使用する機器は?】
　高圧洗浄機 / 扇形噴水ノズル

IP69K とは？

クラリオンの
CC-6500B	/	CC-6600B	/	
CC-6601B	/	CC-1601A	/	

CC-1601Bは
これらの過酷な試験を
クリアしています!!

クラリオンの高耐久性に関する試験映像はこちらからご覧いただけます。
　●http://www.clarion.com/jp/ja/products-business/camera/CC-6500B/index.html
　●http://www.clarion.com/jp/ja/products-business/camera/CC-6600B/index.html

CC-6500B 

CC-6600B
CC-6601B 

CC-1601A
CC-1601B

クラリオンカメラを汎用モニター・ナビに接続するための電源BOX。
分配機能付でドライブレコーダーなどに映像を分配することが可能です。

カメラ電源分配 BOX

■カメラ入力端子1系統、モニター出力端子1系統、RCA出力端子2系統。
■業務車両に適した12/24V対応。
■EA-2182Aとの組み合わせで最大3系統まで映像分配可能。
■バック連動/マニュアルで映像出力可能※

     ※マニュアル操作には市販のスイッチが必要です。

■カメラ電源分配BOX

EA-1812A
オープン価格

■ システム例

■ EA-2182Aとのシステム例

分配機能1カメラ
接続

CC3000E
マイク対応 外部出力12V/24V NEW

コストパフォーマンスに優れた、軽量・コンパクトなデジタルタコグラフ。

デジタルタコグラフ

NEW■デジタルタコグラフ

CF-2600A
オープン価格

CJ-7600A

CC-6500B/
CC-6600B

EA-1812A

EA-1812A

映像出力
RCA1・RCA2

CJ-7600A

CC-6500B / CC-6600B

映像出力
RCA1・RCA2

映像出力
RCA

EA-2182A

■ 外観仕様

異常LED

電源LED

運行ボタン 運行LED

SDカード装着口

New Product

New Product

汎用モニター

汎用モニター

ドライブ
レコーダー

ドライブ
レコーダー

2 DIN NAVI

2 DIN NAVI

メイン電源コード
将来拡張用端子

外部GPSアンテナ接続端子(オプション)
※取付位置によっては
　外部GPSアンテナ(別売)が必要になります。

〈背面部〉

■導入し易い価格帯で手軽に装着可能。

■ダッシュボードに設置可能な軽量・コンパクトタイプ。

■付属の利用者3要素ソフトで、ドライバー別の検索や閲覧が可能。

100mm(W)

30mm(H)

120mm(D)

こんなお客様へおすすめします。
●	保有する車両の一部だけ7トン以上なので、なるべく費用を抑えて義務化に対応したい。

■ システム例
CF-2600A本体とPCで、法定3要素の記録・保存・閲覧が可能です。

SDカード
（別売）

法定3要素データ

『車両総重量7トン以上』
または『最大積載量4トン以上』の
事業用トラックのすべてに運行記録計（タコグラフ）の
装着が義務付けされます。

平成29年4月1日から適用
現在使用中の車両にも平成29年3月31日までに運行記録計を
装着する必要があります。
※運行記録計による速度違反は、30日間の車両使用停止処分になります。
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Cameras

■鏡像モデル （広角タイプ）

CC-3000E
希望小売価格 40,000円（税別）

アルミ
ダイキャストCCD マイク防　水 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

CCA-729-500 希望小売価格12,000円（税別） CCA-729-510　オープン価格

■ 装着イメージ■ ロック式防水コネクタ

※マイク使用は CJ-7600A、CJ-7300G、CJ-
7100E 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。

■ 夜間画像

オーライ！

障害物

オーライ！

CJ-7100E CC-3000E

CCA-729-500

CJ-7600A CC-3000E

CCA-729-510

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。

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

DIN
コネクタ

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WVGA
クリアなワイド画面で、安全運転をバックアップ。

CC-3000E 専用ケーブル（20m）

マイク対応 7 型ワイド LCD モニター

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。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。

防水性能最高レベル IP69K クリア 超広角カメラ

アルミ
ダイキャストCCD 小型軽量 IP69K

■鏡像モデル（160°タイプ）

CC-1601A
希望小売価格 35,000円（税別）

アルミ
ダイキャストCCD 小型軽量 IP69K

■NCコネクタモデル（160°タイプ）

CC-1601B
希望小売価格 35,000円（税別）

CC-1601は超広角160°視野を確保できるため、平ボディ車両や低い取付位置に最適です。

■ 装着イメージ ■ 装着イメージ■ 画像イメージ

CC-1601A
160°

通常のカメラ
118°～130°

平ボディトラック

ホイールローダー

油圧式ショベルカー

コンクリートミキサー車

鮮明な画像で危険を察知する正像/狭角モデル。

CCD 狭角カメラ

■正像モデル（狭角タイプ）

CC-2002B
希望小売価格 41,800円（税別）

防　水アルミ
ダイキャスト

低歪
レンズCCD

NEW

在庫僅少

接続するケーブルはP.22をご覧ください。

接続するケーブルはP.23をご覧ください。

■正像モデル （広角タイプ）　ＮＣコネクタ

CC-6110A
希望小売価格 25,000円（税別）

CMOS 小型軽量 防　水

接続するケーブルはP.22をご覧ください。

■正像モデル (90°タイプ)

CC-1060A
希望小売価格 25,000円（税別）

アルミ
ダイキャストCCD 小型軽量 防　水

接続するケーブルはP.23をご覧ください。

■鏡像モデル （広角タイプ）　ＮＣコネクタ

CC-6100A
希望小売価格 23,000円（税別）

CMOS 小型軽量 防　水

接続するケーブルはP.22をご覧ください。
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■ 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。

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。

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。

■安全機構付タイプ

LAA-057-110
希望小売価格 6,600円（税別）

■軽量 ワンタッチ一体タイプ

LAA-067-100
希望小売価格 6,600円（税別）

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-067-100/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-7300G、ソリッドナビ(UA-241、NXB13)、EE-2179Aは
　使用不可。
※モニターの角度を調整する場合は、角度調整用ツマミを緩めて行
　なってください。

ステイ

角度調整用
ツマミ

ホルダー

■ ダッシュボードに簡単取付。
■ CJ-7600A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通。

HBT-285-100
希望小売価格 1,500円（税別）

※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。

※ホルダー部は工場出荷時にトルク管理されているため、分解はできません。
※事故衝突時は、モニター角度が変わり衝撃吸収するため、従来の安全機構は不要です。

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

施設検索件数
約800万件

住所データ
約3,650万件

電話番号検索
約800万件※

※個人宅電話番号を除く

■大型車両用ナビならではの豊富なアイコン。

■VICS 情報表示で業務効率が大幅UP。 ■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。

ハイウェイ
情　報

RGB
接　続

大　型
車両用 VICSフラッシュ

メモリ

耐久性 UP

USB
メモリ

ユーザーデータ
の保存・読み込
みが可能

12V/24V

■LAA-057-110の本体重量175gから92gと47%軽量化を実現。 
■従来の角度調整ツマミからフリーアングル機構に変更。
　モニターの上下移動は可能。
■車種別専用取付ブラケットは 従来のLAA-057-110と共用。

距離
マーカー電源内蔵

ディマー

■NDコネクタモデル

CJ-5605A
希望小売価格 34,000（税別）

2カメラ
接続VGA

左右反転

CC-3000E
（カメラ 1）

CC-6500B※

CC-6600B※

CC-6100A※

■ 4カメラシステム

CJ-7300G

 ※ LAA-067-100/LAA-057-110 での取付はできません。
※コネクタ変更が必要です。

CJ-7300G
オープン価格

7 型ワイド LCD 4画面モニター

7 型ワイド LCD 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

DIN
コネクタ

DIN
コネクタ

電源内蔵 

補助映像
入力

スピーカー
内蔵

タッチ
スイッチ

オンダッシュ
スタンド

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

■ 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。

クリアなワイド画面で、安全運転をバックアップ。

CC-3000E
対応

※EE-2179A/Bには使用できません。

CJ-7000B
オープン価格

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

※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。

■ 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）

在庫僅少

※地図データ（大型車専用施設、規制情報を除く）はおおむね、2013 年 2 月〜 4 月時点に基づいて作成されています。

Monitors High Mounting Kit & Navigation



トラック向け安全走行支援システム

路線バス向け安全走行支援システム

複数の車載カメラから映し出した画像を合成し、モニターへ表示。死角となる部分を映し出すことにより、
安全走行をサポートします。

停発車時に車両周辺の安全をひとめで確認ができ、中扉付近のお客様状況もしっかりと把握ができる路線バスに適した
安全走行支援システムです。

乗用車で普及している全周囲俯瞰システムは、駐車支援が主な目的であるが、プロの運転技術をもつトラックのドライバーにとっては、
より重大な事故につながる前進走行時の巻き込みや種々のアクシデントに対する安全走行支援へのニーズが非常に高い。

■車両左方を広く、遠くまで見渡せることで、一瞥で自車と周囲状況との
関係把握が可能。

■右折時に、左遠方より高速で接近する車両をいち早く認識することが
可能。

■導入、取付、調整コストと実用性を考慮し、ドライバー視点の有益な
俯瞰システム。

■２カメラ SurroundEyeにプラスして車両後方の左右コーナーに上部より
地表面に向かって垂直に90°カメラCC-1060Aを追加することで、後方部
の安全性が飛躍的に向上。

■後退時に、従来の1カメラ映像では把握しづらかった車両コーナーの距離感/
状況が手にとるようにわかるので、車両をギリギリまで近づけることが可能。

■背の高い箱型バンでの柱や庇などの空中に浮いている対象物と接触する事故
に対して、車両上方より真下を見ている＋２カメラで、事故を未然に防止。

■前進右折/左折時に、+2カメラより真上から見下ろすことで、車両後方対角
コーナーのオーバーハングを正確に把握。

通常、トラックの運転席からは左側方が確実な死角となっていて、走行中に起こる
事故のほとんどは左側方が多い。

ルートを回る路線バスは、停発車時の車両周辺の安全確認が必須。お客様が降りた
後にバスの周りを歩いていないか、子供が遊んでいないか等、ミラーと目視だけで
は困難な場合が多くなっています。

運転席から乗降客の状況を確認しなければならず、また、乗ろうとして遠方から
走ってくるお客様の有無などの注意が必要。

停留所に停車する際、寄せすぎてガードレールや停留所との接触や、後方から接近
してきた自転車との接触事故が多発している現状。

■2 カメラ
① 左サイド・・・CC-1602A(160°正像)
② 後方中央・・・CC-1602A(160°正像)
■2+2 カメラ
③ 左角・・・CC-1060A(90°正像)
④ 右角・・・CC-1060A(90°正像)
■画面連動
バック╱左ウィンカー╱右ウィンカー

■基本4 カメラ
前方中央・・・CC-1602A (160°)
後方中央・・・CC-1602A (160°)
左サイド ・・・CC-1602A (160°)
右サイド ・・・CC-1602A (160°)

■画面連動
バック
左ウィンカー
右ウィンカー
中扉

※右ハンドル車の場合の取り付け位置になります。
　左ハンドル車の場合は取り付け位置は反対になります。

※画像ははめこみで、実際の切替タイミングの画像とは異なります。※画像ははめこみで、実際の切替タイミングの画像とは異なります。

対象トラック
●小型トラック（全長4.5m- 約7m）
●中型トラック（全長約7m-10m）
※全幅約2.4m 以下

■右折時に左方遠方より
　高速接近する車両との事故

■内輪差による
　巻き込み事故

■後退時に車体両端に
　接触する事故　
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走行支援

基本的なシステム構成

基本的なシステム構成

4 カメラ切替画面

車両安全確認

乗降確認２カメラの特長

２＋２カメラの特長

カメラ取付位置

2 カメラ╱走行中（通常画面） 2 カメラ╱左右折時

カメラ取付位置

停留所接近

死角補助

対象車両
●中扉付きバス

（全長約9m-12m）

遠方まで一瞥
死角のある車両左方を
遠くまで、広く見渡せる

乗用車俯瞰システム
投影範囲（イメージ）

切替スイッチ

※カメラ、ECU 取付後専用キャリブレーションツール UG-2176A による調整が必要です。（費用別途）

■切替スイッチ

RCB-210
希望小売価格 3,000円（税別）

■2カメラシステム用
　超広角カメラ 
　正像モデル（160°タイプ）

CC-1602A
希望小売価格 35,000円（税別）

■駐車支援

２＋２／バック時

安 心 し て ギ リ ギ リ ま で 
後退。斜めの壁の距離把握
も容易。

対象物との距離を直感的に
把握が可能。駐車＆発進時
の車両後端オーバーハング
接触事故にも有効。

内輪差

■SurroundEye ECU

EG-2300A
希望小売価格 78,000円（税別）

■2+2カメラシステム用
　コーナーカメラ  
　正像モデル（90°タイプ）

CC-1060A
希望小売価格 25,000円（税別）

バックビュー

バックビュー

バックビュー

バックビュー バックビュー

バックビュー全周囲俯瞰

■右左折時■バック時

全周囲俯瞰 バックビュー

バックビュー

切替スイッチ

■走行中（通常画面）

バックビュー

黒画面(ミュート)

切替スイッチ

バックビュー

バックビュー左方＋後方俯瞰

全周囲俯瞰

■中扉オープン時

切替スイッチ

複数の車載カメラから映し出した

画像を俯瞰画像として、

車内のモニターへ表示。

ドライバーにとって死角となって

しまう部分を映し出し、

安全走行をサポートします。

接続するケーブルはP.23をご覧ください。

【構成製品】

※SurroundEyeは、クラリオン株式会社の登録商標です。SurroundEye



■FH送信機一体型カメラと
　モニターシステム
　ハイマウント対応
　（LAA-067-100のみ対応）

EE-2179B
オープン価格

デジタルワイヤレスカメラシステム（WLAN タイプ）

デジタルワイヤレスカメラシステム（ＦＨタイプ）

クラリオン製ワイヤレスカメラの特長

CC-3500A/EE-2178B…WLANタイプ
■ 映像遅延が少ない。
■ 容易なペアリング操作。

EE-2179B…FHタイプ
■ Wi-Fi ホットスポットでの影響がない。
■ その為、WLAN よりも伝送距離が長く、幅広い車輌に搭載が可能。

クラリオンは商用車向けに 2 タイプのワイヤレスカメラのラインナップをご用意。
車両・目的・条件に合った最良のシステムを提供します。

ペアリング機能は、
トレーラーを切替え
の際のカメラ交換を
サポートします
(WLAN)。

映像ケーブルは不要

遅延時間を最少で前方後方の安全確認映像を転送できるWLANタイプ。鏡像／正像の切替えが可能です。

■映像ケーブルの取付けコストを抑制。
■送信機は、カメラに内蔵。
■受信機用アンテナはカメラに同梱されています。
■無線規格：IEEE802.11b/g 
■最少の映像遅延：約100msec（ベストエフォート）。
■簡単なペアリング操作：モニター上でペアリング操作を行うのみです。
■コンポジットの映像信号入力を持つモニターであれば、接続が可能。
■推奨車輌：特殊車両、小型トラック、ワゴン、ミニバン（最大9m未満）
　*到達距離は、電波状況、車両形状、取付位置等により大きく変わります。

秘匿性が高く、映像信号の断線が少ないFHタイプ。

カメラやモニターを交換する場合は、モニター側のペアリングスイッチで簡単に再ペアリングが可能。
（カメラ側は、専用の配線が必要になります。詳しくはクラリオンの販売店にお尋ねください。）

ペアリングスイッチ
  

電源、イルミネーション
または、バック信号
GND

ペアリング

電源
GND

送信機一体型
カメラ

送信機一体型
カメラ

受信機一体型
モニター

受信機一体型
モニター

免責事項：
この製品は、車両運転時の死角の改善および安全運転推進を目的としています。
●電波障害および周辺環境による割り込み信号が発生すると、クラリオンワイヤレスカメラシステムは、映像のコマ落ちおよび映像信号の喪失が起きる場合があります。映像信号の喪

失が発生するとドライバーに電波状況が悪いことを知らせるために、注意画面や時によっては黒い画面が表示されます。
●クラリオンは、次のようないかなる状況においても責任を負いません。
　• このワイヤレスカメラシステムにより発生する直接、間接を問わず偶発的な、特殊なまたは結果的な損害または損失。
　• このワイヤレスカメラシステムの誤作動 / 欠陥を含む理由 / 原因（ユーザーの不適切な使用方法または不注意を含む）によるカメラ映像を表示できないことによる不便、損害および損失。

注意：
●カメラへの電源供給は、カメラが装着されている車輌から供給する必要があります。　●公衆無線を使用している為、通信環境によっては、映像が受信しない事があります。
● ワイヤレスカメラは、装着する車体の形状、材質、取付位置により電波が遮断され映像が受信できない事があります。
　 推奨として
　・WLAN の場合、9m 未満  ・FH の場合、12m 未満　　※到達距離は電波状況、車両形状、取付位置等により大きく変わります。

■デジタルWLAN送信機
   一体型カメラ

CC-3500A
オープン価格

■デジタルWLAN受信機

EE-2178B
オープン価格

■ システム設定

■ ペアリング方法

■ アプリケーション例

中型トラック

一体型ＲＶ車
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■ 装着イメージ

■ 装着イメージ

■映像ケーブルの取付けコストを抑制。　
■変調方式：FH（周波数ホッピング・スペクトラム拡散）方式。
■送信機は、カメラに内蔵。　
■受信機内蔵の７型液晶ワイドモニター。
■FH市場で最少の映像遅延：約200msec（ベストエフォート）。　
■推奨車輌：小型・中型・大型トラック（最大12m未満）

* 到達距離は、電波状況、車両形状、取付位置等により大きく変わります。

型　番 FH 方式 撮影素子 画　角 外形寸法 消費電流 動作電圧 動作温度 耐震動性 モニター アスペクト化 防　水 本　体

EE-2179B
送信機一体型カメラ

スペクトラム拡散対応 1/3.6 CMOS
(約32万画素）

水平117°
垂直89°

W80 × H50 × D58mm
（取付けブラケット、アンテナ除く）

300mA以下
（DC12V） DC 12V/24V -30℃〜+70℃ 6.8G

（アンテナ除く） - - IP67 アルミダイキャスト

EE-2179B
受信機一体型モニター

- - - W174 × H114 × D41mm
（アンテナ除く）

500mA以下
（DC12V） DC 12V/24V -20℃〜 +70℃ 4.4G 7型 16:9 非防水 樹脂

■ オプション

■EE-2179B送信機（カメラ）用
　4dbアンテナ

ZCT-002-600
希望小売価格 1,000円（税別）

■CC-3500A、EE-2178B、
   EE-2179B受信機用2dbアンテナ

ZCT-003-600
希望小売価格 700円（税別）

中継ケーブル不要※1

簡単ペアリング

コスト削減

業務車両スペック

取付性容易

正像・鏡像対応※3

遅延最小※2

ハイマウント対応※4

※1 電源・GNDは必要です。　※2  WLAN：約100msec、FH：約200msec　※3 WLANタイプのみ
※4 EE2179Bのみ

NEW

NEW

■CC-3500A、EE-2178B、EE-2179B用
　オプション延長アンテナ　ケーブル長：7m

ZCT-004-600
オープン価格
設置方法や電波状況によっては、
受信性能が改善される場合があります。

NEW

■EE-2179B受信機（モニター）用
　4dbアンテナ

ZCT-005-600
オープン価格
設置方法や電波状況によっては、
受信性能が改善される場合があります。

※正像に設定し、前方の安全確認用としても使用可能。

型　番 WLAN 方式 撮影素子 画　角 外形寸法 消費電流 動作電圧 動作温度 耐震動性 防　水 本　体

CC-3500A IEEE802.11b/g対応 1/3.6 CMOS
(約32万画素）

水平117°
垂直89°

W80 × H50 × D58mm
（取付けブラケット、アンテナ除く）

300mA以下
（DC12V） DC 12V/24V -30℃〜+70℃ 6.8G

（アンテナ除く） IP67 アルミダイキャスト

EE-2178A - - - W108 × H23 × D93mm
（ブラケット除く）

200mA以下
（DC12V） DC 12V/24V -20℃〜 +70℃ 4.4G 非防水 板金ケース

■ システム設定

電源または、イルミネーション※

GND

電源
バック信号
GND
電源または、イルミネーション※

VIDEO 
IN

※ 送信機の電源と同じものを受信機のイルミ電源線に接続する

ペアリング機能画面
ペアリング用スイッチ

カメラと受信機間の容易なペアリング操作

■ ペアリング機能

クレーン車

モニター

送信機一体型カメラ

受信機

フォークリフト
モニター

受信機

送信機一体型カメラ

Digital Wireless Camera System
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UA-1137A(IP無線アプリ搭載)

UA-1138A(標準モデル)

アプリケーションのカスタマイズ / 追加 IP 無線端末としての活用

ASP サービス活用

■無線免許不要
■日本全国サービスエリア
■基地局設備不要

インストール

■安全運転走行評価

■ランチャー画面 ■ハードキー登録（UA-1138A のみ）

■ 3D リアルイラスト

■メッセージ画面

■待受け画面 ■番号帳画面 ■メッセージ表画面

■ルート検索

■地図上メニュー画面

Android4.2.2 対応

無線用マイク

3G ドングル

12/24V車両用

24 時間 /365 日の連続使用に耐えうる
堅牢性を実現（バッテリー非搭載）

手袋装着の業務ドライバーでも
タッチ操作可能

無線 LAN/Bluetooth/RS232C/
USB 対応可

GPS と準天衛星「みちびき」を使用した
正確な自車位置精度

システムインテグレーター向けに SDK（開発キット）
を用意し独自の業務アプリ開発が可能※ 1

IP 無線アプリ搭載※ 2（UA-1137A のみ）

ナビゲーションアプリ／業務アプリケーション

　堅牢性 /耐久性

　操作性

　拡張性

　正確性

　走行ログ出力

　カスタマイズ

　IP無線対応

　基本アプリ

ナビゲーション機能一覧

基本アプリケーション

基本アプリケーション

スペック

■道路：2015年4月（一般道路）/ 2015年6月（高速・有料道路） ■ハイウェイ：2015年6月 ■交通規制※：2015年5月 ■方面看板：2015年5月 
■スマートIC：2015年5月 ■施設検索：2015年4月 ■住所検索：2015年5月 ■市区町村合併：2015年5月 ■郵便番号施設：2015年5月
※交通規制は普通自動車に適用されるもののみです。

「本機」に収録されている高速（有料）道路料金データについては、高速道路無料化社会実験の内容が反映されております。
【VICSレベル3対応データ収録エリア】全国47都道府県
※ただし、収録エリアには2015年5月時点でVICSサービスが開始されていないエリアも含まれております。VICSサービスの開始時期については

（財）道路交通情報通信システムセンターまでお問い合わせください。
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　診断結果／アドバイス

　地点の登録・編集・管理　ユーザー診断結果比較

　診断結果推移 　月報出力

　ランキング推移

　指定ルート作成・走行軌跡・管理　速度分布

　巡回コース作成・編集・状態管理

SDK ➡

さまざまな業務の用途に合わせてＳier 様、ソフトウエアデベロッパー様で
アプリケーションを開発することが可能。
・ナビゲーションの機能活用
・独自のアプリケーションによる業務効率化

RC232C 外部インターフェイスによる通信端末との連携で、多種多様な業務をサポート。
センター側から操作画面の表示やメッセージを送信することが可能です。

（詳細機能は20 ページを参照ください）

ソフトバンクのIP 無線網を利用した西菱電機製IP 無線アプリを搭載。
※別途専用USB3Gドングルをご購入いただく必要があります。　　※SBM との通信契約が必要です。
※IP 無線、運行管理などのサービス内容につきましては弊社営業までお問い合わせください。

業務の用途に合わせたアプリケーションの開発が可能です

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！

アプリケーションを
インストールすると
ランチャー画面に表
示されます

[ 業務] キーを押すことで開発したアプリケーションをダイレクトに呼び出すこ
とも可能です。また、アプリケーションごとに[A][B][C][D][E] キーに機能を割
り振ることができます。ハードキーと画面上のタッチキーを併用することで安
全で分かりやすいHMI を開発することができます。

複雑な都市高速入口やジャンクショ
ンも迷うことなく案内します

時間帯規制を考慮したルート探索可
能。また、推奨/ 一般優先/ 距離以外
に時間優先ルートでの探索が可能

IP 無線アプリ搭載により、USB3Gドングルを接続するだけで、
IP 無線端末として活用が可能※（UA-1137A のみ)。
※IP 無線のご使用には別途通信契約と、西菱電機様の操作器が必要となる場合があります。（ソフトバンク）

端末のUSB メモリから走行ログを取得することで、安全運転の解析を行えます。 ASP センター上で地点の登録・管理ができます。また、登録した地点を使用して
巡回コースを作成できます。登録した地点や巡回コースをUSB メモリ経由で車
載器側のアプリと連携して使用できます※。

※詳細はASP のページをご覧ください。

※デザインは最終仕様と異なります。

※1　SDK（Software Development Kit）につきましては弊社営業までお問い合わせください。　※2　別途ソフトバンクIP 無線対応のUSB3G ドングルが必要です。弊社営業までお問い合わせください。

オープン価格

■商用車用車載アンドロイド端末 12/24V用
　OSにAndroidTMを搭載することで、様々な業種に対し独自のアプリケーションが追加可能。
　業務用ナビゲーションとしての堅牢性・耐久性も実現した7型オンダッシュモデル。

■ナビアプリケーション ■業務アプリケーション

■IP無線アプリケーション

■カスタマイズ

ドライバーの
運転傾向を解析し、
安全運転につなげます

新人ドライバーでも、
安心して配送を
任せられます

車両からUSB経由で、
走行ログを回収

道路種別、緯度・経度、高度、速度、方向、日時、
走行距離、前後・左右加速度等の車両ログを活用可能

地 図 表 示
１画面表示 ２D 地図
２画面表示 地図・施設リスト（高速道路）
市街地図収録エリア数 1,296 都市

ル ー ト 検 索

複数ルート 最大５ルート
到着時刻 到着時刻予想を表示
細街路探索 対応
経由地設定 最大５箇所

ル ート ガ イド

レーンガイド 約 100,000 カ所
ジャンクションガイド 4,401 枚 /8,811 枚
方面看板案内 約 31,000 枚
都市高速入口表示 IC 数 387 カ所 /895 枚
ルート確認 設定ルートの情報確認
軌跡表示 走行したルートを地図上に表示

検 索

電話番号 約 730 万件　
住所検索 約 3,690 万件
50 音検索 約 700 万件

検索方法
住所、電話番号、登録地、施設名称、営業所、施設ジャンル、
緯度・経度、周辺検索、履歴、MAP CODE 他

V I C S FM 多重 レベル３対応

メ モ リ 登 録
地点登録 500 件
自宅登録 1 件（営業所登録）

UA-1137A（本体 CQ-8200A）/UA-1138A（本体 CQ-8220A）
OS Android4.2.2
画面サイズ ７型
画素数 1024(V)×600（H)
タッチパネル 抵抗膜方式
外形寸法 W194×H134.8×D40
本体質量 約 720g
電源電圧 10.8v ～ 31.2v
内蔵メモリ NAND FLASH 32G

I/F( 有線） USB2.0(Host)/USB2.0(Host/Slave)
/RS232C（※ＲＳ２３２Ｃは専用 DIN コネクタ）

I/F( 無線） Bluetooth2.1/IEEE802.11b/g/n
スロット SD Card

入出力端子

GPS アンテナ
FM VICS 用アンテナ ( 別売）
車両電源
映像出力（デジタル出力）
映像入力（ＶＩＤＥＯ）
Push to talk マイク入力（UA-1137A のみ）

映像出力 ○（デジタル出力）※ケーブル設定は別途今後発売予定
スピーカー出力 2W
性能保障温度 -10℃＋ 60℃
カメラ入力 mini DIN（ＮＣコネクタ）
業務アプリ ○
IP 無線アプリ ○（UA-1137A のみ）

PC

■多地点巡回支援（UA-1138A のみ）

地点の登録・編集・管理、巡回コースの作成・編集・状態管理、指定ルートの作成・走行軌跡管理

ゴミ収集車/郵便物回収車/ルート配送/
雪で埋もれた場合の地点管理

最大1000ヶ所まで連続案内できます！

※付属オンダッシュスタンドは、振動の大きい高負荷車両へのお取付けや車両への不十分な取付方あるいはお客様自身による本体移動等の負荷により本来の性能を保証できなくなる場合がございます。
　またトラックに取り付ける場合は付属オンダッシュスタンドではなく、別売モニタースタンド HBT-294-100 を使用した取付を推奨いたします。

SOLID AD-1/Solid Navi
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Solid Navi  NXB 13 基本機能拡充

■商用車 12V専用
　業務の即戦力Solid Navi 2DINタイプ「NXB13」。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。

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。

NXB13
オープン価格

12V車両専用

ISO39001（道路交通安全マネジメントシステム）を支援するツールです

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！

Solid Navi  安全経済運転支援  Solid Guardian( ソリッドガーディアン )

小規模事業社様向け

道路交通安全マネジメントシステム支援ソフト。

大中規模事業社様向け  Smart Access for Enterprise

シンプルメニュー

学習ルート 省エネルート

盗難防止 3D リアル交差点イラスト

オフィスＰＣへ運行管理ソフトウェア、ソリッドガーディアンをインストール。
そしてSD カード※へ。

WEB 運行管理で全国運用。SD カード管理でランニングコストを抑えます。

■ 運転評価（安全運転/経済運転）
■ 速度/加速度分布表示
■ 日報出力
■ ランキング表示
■ 燃費グラフ　他

■ 安全運転総合評価
■ 診断結果推移
■ ランキング表示
■ 走行軌跡表示
■ 診断結果比較（管理者用）　他

CTA-048-100

●近日公開予定
　※詳細は別途ASPのページを
　　ご覧ください

●CTA-048-100は、別売となります。

+
+ WEB

安全運転管理者の選任・・・内閣府令における道路交通法施行規則では、乗車定員が11人以上で車
両1台以上を使用する事業所、もしくは定員に関わらず5台以上の車両を使用している場合、安全
運転管理者の選任を義務付けています（道路交通法第74条の3号）。
安全運転管理者を選任しない企業には、罰則（5万円以下の罰金）があります（同法第120条1項
11の3号）。

【主要機能】

【主要機能】

※ SD カード（注 1）

（注 1）SD カードは、インダストリアルグレードをご利用ください。

※ SD カード（注 1）

※ 2013-2014 年地図搭載

複雑な交差点も迷うことなく分かりやすく
案内します。

パスワードを設 定することにより、万が一
盗難にあっても顧客データを保護します。

厳選された機能とシンプルなデザイン性。
高齢者など幅広いユーザーをサポート。

目的地までのあらゆるルートの中で、もっとも少ない燃料で走れるルート
を探し出します。

ドライバーの運転記録の解析結果をグラフ化し、安全運転特性を視覚的に
把握することができます。また、適正な評価をするために管理者側で、安全性
評価、経済性評価の基準値を設定することができます。

管理者 運転手

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

■安全運転指導解析アプリケーション ( 別売 )　
　・運行実績解析　　・安全運転指導　　・エコ分析SD カード経由で PC にデータ

を移行（通信不要）

運転詳細グラフ表示イメージ 自動日報出力イメージ

WEB
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ナビゲーション機能一覧 スペック

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

デジタル無線等、あらゆる通信網に対応

　耐久性

　4ヶ国語対応

　通信機能

　ファンクション機能

　操作性

　拡張性
　（オプション）

　カスタマイズ
　（オプション）

地 図 表 示

１画面表示 ２D 地図、３D 地図※1

２画面表示 地図・地図、地図・交差点リスト（一般道路 /
高速道路）、地図・エコロジー指数

市街地図収録エリア数 1,232 都市

ル ー ト 検 索

複数ルート 最大５ルート
渋滞予測ルート 統計渋滞情報を使用
到着時刻 到着時刻予想を表示
省エネルート 燃費消費の少ないルート探索が可能
スマート IC ETC 専用の IC を利用できるスマート IC に対応※2

迂回路探索 渋滞時、迂回路の探索が可能
細街路探索 対応
ルート学習 普段よく使う道を学習し、優先的に案内
経由地設定 最大５箇所

ル ート ガ イド

レーンガイド 約 100,000 枚
ジャンクションガイド 約 1,200 箇所 / 約 2,000 枚※3

方面看板案内 約 33,000 看板（進入方向別）※3

都市高速入口表示 約 880 箇所 / 約 910 枚※3

ルート確認 設定ルートの情報確認
軌跡表示 走行したルートを地図上に表示

検 索

タウンページ電話番号 約 850 万件
個人宅電話番号検索 約 3,000 万件※4

住所検索 約 3,500 万件※5

50 音検索 約 850 万件※6

検索方法 住所、電話番号、登録地、施設名称、会社、施設ジャ
ンル、緯度・経度、TV サーチ※7、周辺検索、他

V I C S FM 多重 レベル３対応

メ モ リ 登 録
地点登録 400 件
SD/SDHC メモリーカード 4,500 件
自宅登録 1 件（会社登録）

NXB13
＜ナビゲーション（GPS）部＞
受信周波数 1575.42MHz　C/A コード
感度 -130dBm 以下
チャンネル数 パラレル 13 チャンネル

＜ LCD モニター部＞
画面寸法（画面開口部） 7 型
表示方式 透過型 TN 液晶パネル
駆動方式 1,152,000 画素　[ 水平 800×垂直 480×3（RGB）]
画 素 数 10.8v ～ 31.2v

＜ CD プレーヤー部＞
周波数特性 20Hz ～ 20kHz
SN 比 80dB
高調波ひずみ率 0.05%（1kHz）

＜ FM チューナー部＞
受信周波数 76.0MHz ～ 90.0MHz
実用感度 8dBμ V

＜ AM チューナー部＞
受信周波数 522kHz ～ 1,629kHz
実用感度 30dBμ V

＜オーディオ部＞
定格出力 16W×4（10%、4 Ω）
瞬間最大出力 45W×4

＜共通部＞
電源電圧 DC14.4V
接地方式 マイナス接地
消費電流 約 4A（CD1W 出力時）

＜メディア再生＞
CDR/RW/ROM MP3 / WMA
USB メモリー MP3 / WMA

会社から一定範囲( 半径約3km）
の 走 行履 歴 から考慮し、何度
も走行した道路ほどルートに
採用されやすくなります。

学習エリア

学習ルート

通常ルート

会社

※ VICS光・電波ビーコンユニットとの接続はできません。　
※ 1道路情報 ：2013年 10月現在（一般道路）／ 2013年 12月現在（高速・有料道路）　※ 2スマートIC情報 ：2013年 10月現在　※3イラスト情報 ：
2013年 10月現在（一般道路）／ 2013年 12月現在（高速・有料道路）　※4個人宅電話番号 ：2013年 8月現在　※5住所検索情報 ：2013年 11月現
在　※ 6施設検索情報 ：2013年 11月現在　※ 7 TVサーチ ：2013年 12月現在（定期的に最新データを提供しています。）　ハイウェイ情報：2013年
12月現在　ぬけみちデータ：2013年 8月版データ　交通規制情報：2013年 11月現在　市区町村合併情報：2013年 11月現在　郵便番号検索
情報：2013年 11月現在
※バージョンアップ SDの各情報は、作成日の都合上、現状と異なる場合があります。※標準装着ナビゲーション、およびメーカーオプションナビ
ゲーションに関しては、市街地図情報・個人宅電話番号は収録されておりません。※ご使用の機種によっては、ぬけみちデータは収録されておりません。

SOLID AD-1/Solid Navi



18 SAFETY CAMERA & MONITOR SYSTEM     19

SAFE とはアプリケーションソフトの機能をネットワーク経由でご提供する
クラリオン独自のサービスです。

（Application Service Provider = ASP 方式）
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・ASP 上で地点の管理・編集が可能です。
・登録した地点はフォルダごとに管理ができ、USB メモリ経由で端末側アプリと

連携して目的地に設定することも可能です。
・住所情報がないような地点に対しても、緯度・経度で管理が可能なので、巡回

しながら地点を登録することができます。
・登録したい地点を端末からUSB メモリに記録し、センター側に登録すること

ができます。

・作成した登録地点を使用して、多地点を巡回するためにコース作成が行えま
す。

・コースの作成は、1 コースにつき最大999 地点まで登録が可能です。
・USB メモリ経由で端末側アプリから順次巡回地点を目的地に設定すること

や、各地点のステータス情報（10 項目：独自に設定可能）を使ったコース管理
が可能です。

・地図上から経路を指定したい場合は、ASP上でお好みの経路を作成し、USB メ
モリ経由で端末に反映することが可能です。

・取得した走行ログから経路を作成することが可能です※。
・各地点でのステータス変更の履歴なども表示が可能です。
・あるドライバーが走行した道路を別のドライバーに伝えることで情報の共有

化が計れます。

ドライバーの安全運転を分析比較・管理
することで、交通安全指導に役立ちます。

ASP上で地点の登録や編集、管理ができま
す。住所情報のない地点では、現地で直接
緯度・経度を取得することが可能です。

ASP 上で多地点を巡回するためのコース
作成・誘導が行えます。1 コースにつき最大
999 地点まで登録が可能です。

ASP 上でお好みの経路を作成したり、取得
した走行ログからも経路を作成することが
できます。ドライバー間での情報の共有化
も計れます。

　巡回コース作成・編集・状態管理

　指定経路作成/走行軌跡管理

　地点の登録・編集・管理

　Smart Access For Enterprise (=SAFE) ＊

● インターネットにアクセス可能な環境さえあればアプリケーションの利用が可能です。
● 社内のPC 一台ずつにアプリケーションのインストールが不要です。　
● アプリケーションのバージョンアップなどの運用管理作業が不要です。
＊SAFE のご利用には別途契約が必要になります。弊社営業までお問い合わせください。

　診断結果・アドバイス

道路交通安全マネジメント

地点の登録・編集

巡回コースの設定・誘導

指定経路作成

　ユーザー診断結果比較

　ユーザー走行履歴

　会社・部署別成績表示　

　診断結果推移　速度分布

　SOLID AD-1/Solid Navi 共通機能

各ドライバーの診断結果を比較し、ランキング
表示します。 

各ドライバーの走行軌跡を地図上に表示します。

全社の運転傾向を分析し、月ごとに表示します。

診断結果の推移を分かりやすく折れ線グラフ
で表示します。

走行速度の分布を分かりやすく棒グラフで表
示します。

UA-1138A 専用機能

　ランキング推移
ランキングの推移を分かりやすく折れ線
グラフで表示します。

新人ドライバーでも、
安心して配送を
任せられます

ドライバーの
運転傾向を解析し、
安全運転につなげます

車両からUSBもしくはSDカード経由で
走行ログを回収

■登録地点の作成・管理機能/走行ルート作成機能/多地点巡回支援機能

端末に装着したUSBメモリもしくはSDカード（NXBシリーズ）
から走行ログを取得することで、安全運転の解析を行えます。

■安全運転走行評価
　ドライバーの運転傾向を解析し、安全運転月報を
　出力し評価することで、安全運転指導を行えます。

①

② ③

④

⑤
⑥ 　月報出力

各ドライバーの安全運転
月報を出力することが
できます。

ポイント①
総合評点を100点法で表記します。

ポイント②
急加速、急減速、急発進、急旋回、速度
超過についてそれぞれアドバイスと
評価点数が表記されます。

ポイント③
急加速、急減速、急発進、急旋回、速度
超過についてチャートグラフで表示
し、前回、全社平均と比較ができます。

「日指定」「週指定」「月指定」「年指定」
で切り替えて確認できます。

※端末側での誘導は行いません。

※デザインは最終仕様と異なります。

■巡回コース作成 ･ 編集

■地点登録 ･ 編集

PC

PC

ランキング推移

ゴミ収集車/郵便物回収車/ルート配送/
雪で埋もれた場合の地点管理

最大1000ヶ所まで連続案内できます！

■指定経路作成 ･ 走行軌跡

SOLID AD-1/Solid Navi



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。

簡易型2カメラ内蔵ドライブレコーダー

DR-210/DR-220（CAMOS製）
オープン価格

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

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))
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

※DR-220は外付け式になります。

■ 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）

■ 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

※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。
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2台※2のカメラの映像を同時に録画。保存容量は最大64GBまで拡張可能。

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。

2カメラ通信ドライブレコーダー※1

衝突防止補助システム

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

CL-2CM（D-TEG製）
オープン価格

■ ビューアソフト
  （パソコン再生画面一例）

■最大7 つの車両信号を同時表示
■G センサー値やスピード値を
   グラフで表示　
■走行軌跡と画像の位置を地図上に表示

※ 1　3G/USB ドングル接続によるライブ通信対応予定。
※ 2　1 台はオプションとなります。

常時録画

高画質

ビープ音

音声録音

SDカード

2ch
同時録画

車両信号
同時記録

SDカード
２スロット搭載

SDカード
４GB付属

イベント
録  画

最大 64GB

32GB ×２

車速、RPM、
ウィンカー、
ブレーキ、バック

正面 背面

3Gセンサー
内　蔵

ミュート
機　能

G P S
機　能

自動録画
機　能

2ｃｈ
同時記録

音声録音
機　能

赤外線LED
搭　載

DR-220 は
外付け式 ビープ音

スーパー
キャパシタ

DC
12V/24V

SDカード
16GB同梱 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

常時録画
ACC 
ON 時のみ
録画可能

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。

4カメラドライブレコーダー

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-400（CAMOS製）
オープン価格

■ ビューアソフト（パソコン再生画面一例）

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。HDD、SSD、カメラ、マイクは別売です。

システム構成例

GPS
連　動常時録画 ロックキー 地図連動

2.5 型
HDD/SSD
から選択

ACC 
ON 時のみ
録画可能

ドアオープン検知
 モーション検知
 他

音　声
同時録音4ch 外部センサー

検　知
3Gセンサー

内　蔵
録画時間
90時間

記録メディア
選　択

500GB
HDD
使用時

DC
12V/24V

映像保存メモリの取り扱いについて
■ SDカード・HDD・SSDの記録媒体では録画データを記録中に

不良セクターが発生する場合がございます。
不良セクターが発生した場合には正常な録画データの記録ができなくなる
場合がありますので必ず定期的な録画画像確認と録画データのバックアップを
行った上でフォーマットを行ってください。
● SDカードをご使用の場合 1週間に1回程度
● HDDをご使用の場合 1ヵ月に1回程度
● SSDをご使用の場合 2週間に1回程度
上記期間を目安に定期的なフォーマット行ってください。

■ 記録媒体は消耗品です、定期的に新品への交換をお勧めします。
記録媒体を購入する場合は必ずCAMOS推奨品をご購入下さい。
● SDカードをご使用の場合 1年毎
● HDDをご使用の場合 1年毎
● SSDをご使用の場合  2年毎
上記期間を目安に新品交換をお勧めします。

最新情報は http://www.silver-i.co.jp/other_page/oshirase01.htmlをご参照ください。

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

対象とする検出項目　～車道と車両～車線逸脱警報 前方車間距離警報

歩行者衝突警報 前方車両衝突警報

時速55km 以上で走
行中、いねむり運転や
脇見運転などでウィ
ンカーを出さずに車
線を越えた場合、「ル
ルルル」という警告音
とアイコン表示で警
告します。

時 速1km 以 上50km
以下で走行中、歩行者
や自転車に衝突しそう
になると、「ピーピー」と
いう警告音とアイコン
表示で警告します。
※夜間は作動しません。
※かがんでいたり、1m 以下
の歩行者は認識しません。

時 速30km 以 上で 走
行中、前方車両との車
間距離を秒数（車間距
離÷車両の速度）で表
示します。事前に設定し
た秒数よりも車間距離
が短くなると、「ピン」と
いう警告音とアイコン
表示で警告します。

同一レーン前方のあ
らゆる車両やオート
バイをモニターし、追
突の危険が2.7 秒以
内に差し迫った場合
に、「ピピピピ」という
警告音とアイコン表
示で警告します。

1. 車線を検出し（緑ライン）測定する：
・車輪から車線までの距離 ・道の曲率半径（青ライン）

2. 車間距離を検出し、測定する：
・範囲内のすべての車間距離（緑四角） ・同一車線上の車両( 赤四角) との距離

車間距離 

左車線までの
距離

※実際の表示図ではありません。

右車線までの
距離

カーブの
曲率半径

■ いねむり運転やわき見運転時に発生する“車線はみ出し”を察知して、

ドライバーに知らせる車線逸脱警報を搭載。

■ 前方を走行する車両に対して、前方車両衝突警報により追突事故を未然防止。

■ 低速時の前方車両衝突警報としてバーチャルバンパー機能搭載。

■ 歩行者を検出し、衝突の危険を知らせる歩行者衝突警報を搭載。

■ オランダ Mobileye社が開発した高性能なEyeQ2画像処理半導体を搭載。

●衝突防止補助システム

Mobileye ME530
オープン価格

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。

Drive Recorder & Collision Avoidance System

CCDカメラ
【鏡像モデル ・ 後方用】
CC-4100A※１

CMOSカメラ
【正像モデル ・ 前方用】
CC-4110A※１

CMOSカメラ
【正像モデル・車内用】
CC-4110A※１CCDカメラ

【正像モデル ・ サイド用】
CC-1060A

無指向性マイク
DMA-586-100

カラーモニター
CJ-7600A

※1 在庫僅少

■ 赤外線付
    室内カメラ（別売）

STR150HIR



22 23

CC-2000 シリーズ用ケーブル（CC-2000/CC-2001/CC-2002/CC-2003/CC-1601A/CC-1602）

防水仕様中継ケーブル
（φ6.7mm/L型コネクタ）
（	 5m）CCA-416-100
希望小売価格7,000円（税別）
（	 7m）CCA-392-100
希望小売価格8,000円（税別）
（10m）CCA-393-100
希望小売価格9,000円（税別）
（13m）CCA-435-100
希望小売価格9,500円（税別）
（15m）CCA-394-100
希望小売価格10,000円（税別）
（18m）CCA-436-100
希望小売価格10,500円（税別）
（20m）CCA-395-100
希望小売価格11,000円（税別）
（23m）CCA-437-100
希望小売価格12,000円（税別）

防水仕様延長ケーブル
（φ6.7mm）
（0.9m）CCA-439-100
希望小売価格5,500円（税別）
（	 5m）CCA-391-100
希望小売価格7,000円（税別）
（10m）CCA-415-100
希望小売価格9,000円（税別）

防水コネクタ
変換ケーブルキット
（0.2m）PQA-158-100
希望小売価格5,000円（税別）
（0.9m）PQA-159-100
希望小売価格7,000円（税別）

取付部材キット
（φ10mmコルゲートチューブ）
PQA-157-100
希望小売価格2,000円（税別）

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

■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
（φ6.7mm/ストレートコネクタ）
（	 7m）CCA-724-500
希望小売価格9,000円（税別）
（10m）CCA-725-500
希望小売価格10,000円（税別）
（15m）CCA-703-500
希望小売価格11,000円（税別）
（18m）CCA-734-500
希望小売価格11,500円（税別）
（20m）CCA-704-500
希望小売価格12,000円（税別）
（23m）CCA-735-500
希望小売価格13,000円（税別）

防水仕様延長ケーブル
（φ4mm）
（	 5m）CCA-699-100
希望小売価格4,800円（税別）

小型カメラ変換ケーブル
（0.3m）CCA-831-500

防水仕様中継ケーブル
（φ4mm/ストレートコネクタ）
（	 7m）CCA-708-500
希望小売価格5,400円（税別）
（10m）CCA-726-500
希望小売価格6,000円（税別）
（15m）CCA-707-500
希望小売価格7,000円（税別）
（18m）CCA-736-500
希望小売価格7,500円（税別）
（20m）CCA-709-500
希望小売価格8,000円（税別）

※中継ケーブルはCJ-5600B、
CJ-7000Bはストレートコネ
クタ、CJ-981BはL型コネク
タをご使用ください。

カメラ取付キット
(CC-6500/6600/6601/2000 系）
LAA-033-100
希望小売価格3,000円（税別）

カメラ用プロテクター
（CC-6500/6600/6601）

HBT-262-200
希望小売価格8,000円（税別）

CC-6500 シリーズ用ケーブル (CC-6500/CC-6600/CC-6601/CC-6100/CC-6110)・CC-1601B 用ケーブル

CC-6500 系をCC-2000 系ケーブルに
接続

カメラ用 変換ケーブル
（0.3m）CCA-790-100
希望小売価格2,600円（税別）

CC-2000 系ケーブルを CJ-7600A、
CJ-5605A、EA-2182A に接続

モニター用 変換ケーブル
（0.2m）CCA-789-100
希望小売価格1,800円（税別）

カメラ用 変換ケーブル
（0.3m）CCA-818-100
希望小売価格2,600円（税別）
CC-2000系、CC-1601A を
CC-6500B 用ケーブルに接続

CC-6500 系ケーブルを旧モニターに
接続

モニター用 変換ケーブル
（0.2m）CCA-788-100
希望小売価格1,800円（税別）

NEW

防水仕様延長ケーブル
（0.9m）CCA-799-100
希望小売価格5,000円（税別）
（	 5m）CCA-800-100
希望小売価格6,500円（税別）
（10m）CCA-801-100
希望小売価格8,500円（税別）

防水仕様中継ケーブル
（	 5m）CCA-791-100
希望小売価格6,500円（税別）
（	 7m）CCA-792-100
希望小売価格7,500円（税別）
（10m）CCA-793-100
希望小売価格8,500円（税別）
（13m）CCA-794-100
希望小売価格9,000円（税別）

（15m）CCA-795-100
希望小売価格9,500円（税別）
（18m）CCA-796-100
希望小売価格10,000円（税別）
（20m）CCA-797-100
希望小売価格10,500円（税別）
（23m）CCA-798-100
希望小売価格11,500円（税別）

Accessories

NC変換

NC変換

ND変換

ND変換

CC-2000系
CC-1601A CC-6500系ケーブル

CCA-818-100
旧六角コネクタ

CC-6500B
CC-6600B
CC-6601B CC-2000系ケーブル

CCA-790-100

旧六角コネクタ

CJ-5600B、CJ-7000B
CJ-7100E、CJ-7300G
CJ-981B

CC-6500系ケーブル

CCA-788-100
DINコネクタ

CJ-7600A
CJ-5605A
EA-2182A

CC-2000系ケーブル

CCA-789-100

DINコネクタ

CC-6500B
CC-6600B
CC-6601B

CCA-831-500

旧小型防水コネクタ

CC2011系
CC4100系
ケーブル

UA-1137A/UA-1138A 用アクセサリー

モニタースタンド
HBT-294-100
オープン価格

アンテナ変換ケーブル
（JASO→miniジャック）
CCA-825-500
オープン価格

VICS 用車外アンテナ
ZCA-412-320
オープン価格

VICS 用フィルムアンテナ
ZCP-141-100
オープン価格

オープン価格

NXB13 用アクセサリー

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

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

RS-232C 用変換ケーブル
CCA-763-500
オープン価格 在庫僅少

トレーラー用後方カメラケーブル
（20m）CCA-452-100
希望小売価格24,000円（税別）
（15m）CCA-453-100
希望小売価格19,000円（税別）

トレーラー用側方カメラケーブル
（5m）CCA-451-100
希望小売価格16,000円（税別）

トラクタ用モニターケーブル
（15m）CCA-454-100
希望小売価格19,000円（税別）

トレーラー用ケーブル取付キット（※セミトレーラー）（CC-2000/CC-2001/CC-2002/CC-2003/CC-1601A/CC-1602）

車載用リアビジョンカメラ
RC15D
希望小売価格12,800円（税別）

VTR ケーブル
CCA-657-500
希望小売価格3,000円（税別）

小型カメラシリーズ用ケーブル（CC-1060/CC-4100/CC-4110） カメラ用キット

小型カメラ用プロテクター
（CC-6100)
HBT-288-100
希望小売価格5,700円（税別）

タンクローリー用
後方カメラ取付キット
(CC-6500/6600/6601/2000 系）
LAA-014-100
希望小売価格10,000円（税別）

※ZCA-412-320を使用するには
CCA-825-500が必要です。



　■小型カメラ

側方確認カメラ

CC-1060A(防水仕様中継ケーブル7M)

CCA-708-500/変換ケーブル
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 RC15D
(CC-6000A-B)

CCA-763-500

CCA-818-500

CCA-657-500

　■小型カメラ（クラリオン製AV-Navi専用） 　■CVバックカメラ(シャッター付）

　■CVバックカメラ(シャッターなし）

　■汎用AVプレーヤー

　■SDカード

　■USB

業務ユースナビゲーションシステム

安全運転指導解析アプリケーション(別販)
・運行実績解析
・安全運転指導
・エコ分析

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-6500B

CC-6600B

センター

商用車バックカメラシステム

　■小型カメラ
　

　■CVバックカメラ（シャッター付）

　■CVバックカメラ
     （シャッター付）

　■CVバックカメラ
     （シャッターなし）

後方確認カメラ 後方確認カメラ

後方確認カメラ

CC-6100A

CC-6500B

CC-6500B

CC-6600B

中継ケーブル

CCA-515-102(ビデオケーブル3M)

■汎用AVプレーヤー

SurroundEye・ドライブレコーダーシステム

オプションカメラ

基本システムカメラ

中継ケーブル

中継ケーブル

中継ケーブル

中継ケーブル

■ドライブレコーダー

PCCD-ROM

トレーラー用システム ■ハイマウント取付キット

LAA-067-100

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

CCA-789-100

CCA-789-100

CCA-790-100

CCA-790-100

12V 商用車 12V╱24V 商用車

■7型LCDモニター

CC-1060A

　■小型カメラ
　

CC-1060A

　■小型カメラ
　

NXB13 12V車両専用

12/24V車両向け

CCA-515-102

(ビデオケーブル3M) (VTRケーブル)

(変換ケーブル)

(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)

　■ハイマウント 取付キット

LAA-067-100

　■ハイマウント 取付キット

LAA-067-100

■7型LCDモニター CJ-7600A

（中継ケーブル）

※変換ケーブルCCA-780-100、CCA-790-100をご使用ください。

■5.6型LCDモニター

CJ-5605A

UA-1137A(IP無線アプリ搭載)
UA-1138A(標準モデル)

Android4.2.2 対応

CCA-791-100

または
映像入力

■7型LCDモニター

CJ-7600A CC-1602A

　■超広角160°カメラ
　

CC-1602A

　■超広角160°カメラ
　

■切替スイッチ

RCB-210

■SurroundEye ECU

EG-2300A

■キャリブレーション＆セットアップツール
UG-2176A

Systems

ビデオケーブル

ビデオケーブル

Interface Box

CJ-7600A

■超広角160°小型カメラ中継ケーブル

平ボディ車用システム

CC-1601B

■ハイマウント取付キット

LAA-067-100

■7型LCDモニター
CJ-7600A
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NXB13CJ-7000B

EA-2182A

CJ-7300G

CJ-7600A

CJ-5605A

EA-1812A

Connection Diagrams

CQ-8220A
UA-1138A 操作パネル

CQ-8200A
UA-1137A 操作パネル



Product Drawings
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バックアイカメラ用モニター操作ガイド
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